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・クも ' ヽ・ Goethe の Kapeleto

日本詩歌のエス譯について• は、恐じく初めは蚩に

「J「 ・ヽ. ヽ.. .'ヽ•ヽ….：-•- ，- - ・話ま扌Iる詩として作ら

',(7 ) j 订1 ねたものと患ふ。もし

^ そう'•とすれば、ここで

・、 , ・・ ，•松葉菊延 melodioのことを引介

ひに出すのは無意味で 

ある〇

歌はれる詩に於ける文句.卽ち歌詞と歌曲

Waringhien は Parnasa Gvidlibro に於 

て gramatika akcento と ritma akcento と 

を區別し、その例として.Zamenhofによっ 

て譯されたGoetheのKapeletoの最初の聯: 

Supre staras sur la monto
La silenta kapeleto,
En la valo, ĉe la fonto,
Ĝoje kantas paŝtisteto.

を示し、この中、ĉefakcentojは第三音節 

(staras; silenta; valo; kantas)及び第七音 

節(monto ; kapeleto; fonto ; poŝtisteto)に 

あるから、第二行晨初のLa及び第四行Ĝoje 
のĈoは弱くなり又全然アクセントを失ふこ 

とがあると云った。

これに對して Bennemannは Goetheの 

この原作に附されたmelodioにあっては、丁 

度この二つの音節が强音になってゐると注意 

してゐるのはJ9〉この場合、甚だ不可解な言 

である。

第一・エス譯と原作とに於て、必ずしも單 

語の配列が同一である筈はなく、又、エスペ 

ラントとドイツ語とに於て.全然同一の詩法 

によって作詩されるのでもない。

それから、このKapeletoを論ずるのに、 

それに附された melodioを引張り出すこと 

が正い、かどうかは疑問である。

一體詩には.單に、韻まれるのみの詩と・ 

讀まれ□..同時に歌はれところの詩と二つあ 

ることを知ってゐなくてはならない。

卑に讚まれるのみの詩は.それ自身已に獨 

立した・個の完成品であるが、歌はれること 

を主とした詩は、必ずしもそれ自身完成品で 

ない事がある。これについてBennemannが 

その著Internacia Kantaroの序文に於て、 

Tial mi tre petas la recenzontojn, ke ili ne 
kritiku la sekstojn kiel literaturaĵojn aparte 
de la muziko !と云ってゐるのは正しい〇 

とは何れが先かと云へば.勿論普通は欧詞の 

方が先である。先づ詩があり、これに曲が附 

けられるのが順序であるが.逆に旣に與へら 

れた曲に適當に歌詞をつける事がある。

『荒城の月』•『からたちの花』Zamenhofの 

La Vojo, La Espero,それから山圧耕作,； 

時潔氏等によつて作曲された百人一首よりの 

短歌等は前者に屬し、讃美歌の歌詞、『小麴 

歌集』に收められた數多き歐米の歌曲に附け 

われた邦語歌詞・例へば『哀れな少女』『盤の 

光』『庭む千草』『才女』、又Schumannの 

Zigeunerlebenに與へられた藤村作博士の 

『鶴ヶ岡』、Mendelssohnの曲に附けられ,匕 

高野辰之博士の『雲雀の敲』等は後者に屬す

6 〇
前者の場合にも、詩が作曲される事を豫期 

して作られる場合と.そうでない場合とがあ 

る。例へば・西條ハ十氏の數多き地方民謠. 

校團歌などがこの第一の場合にあたる。

歌詞が.この樣に分類されるのは.□本語 

のみに於ける現象でないことは勿論であるか 

ら・たとひ立派な詩であっても、それが初め 

から作曲を豫期したものでない以上、歌詞と 

なった場合に曲と完全に一致しない描が出て 

くるのは、まことに己むを得ない。

これに反し、詩が作曲されるために作られ 

た場合は・歌詞とmelodioとが完全に一致 

する筈である。••「・ゝ;：  い,

飜譯故詞の埸合も同樣.出來てゐる曲に合ふ 

樣譯さなくてはならぬから、歌詞とmelodio 
とは完全に一致させる事が出來るわけであ 

る。

しかし.このためには.譯者は先づ音樂に

19) Literatura Mondo, 1932, p.191.
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ついての一通りの知識を有し、如何にすれば 

歐詞と歌曲とが完全に一致するかを知らなけ 

ればならない。 ・

詩と音樂とは、ひとしく『音』を要素として 

成立する藝術ではあるが、詩のアクセントが• 

言語の特性により、或ひは音の强弱に基き、 

或ひはその高低に準據するに反し・音樂では 

アクセンhは當に音の强弱が之を支配する。

よって、音の强羽によりアクセントの生れ 

る言語は極めて音樂的であるに反し・日本語 

の如く、音の高低をアクセントの標準とする 

書語は非常に作曲され難い非音樂的言語とい 

ふことが出來る。よって.曲に歌詞を附すみ 

場合例へば狀詞を邦語譯する場合には言語の 

もつ高低アクセントを、生かしてMelodio!こ 
あはさないと妙な事になる。

Fig. !は讚美歌の一飾である。『めでにし 

わが子よ』は、melodioのアクセントと、言 

語のそれとが極めてよく 一致してゐるが.『は 

なよりも』の箇所に於ては.『下上』であるべ 

き『花』が『上下』になってゐるので、『はな』 

が『局初』『發端』のことにきこえて意味をな 

さない。c日本語のアクセントは東京語によ 

る〇） Fig. iiは有名な Mignonの初めの方 

で.『こがねのみわ』は勿諭『黄金の實は』の 

意であるが・歌ふのをきいたのでは.『黃金の 

みは』卽ちnur la Oro !としかならぬ〇

エスペラント譯の場合は.この樣な失敗は 
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なく、原作が、エスペラント同樣のアクセン 

ト法則を有する言語である限り、先づ、犬體 

に於いて、その原歌と同一のritmaranĝoに 

よって飜譯すればよい。しかし、それにして 

も音樂のアクセント法則を充分心得ておかぬ 

と歌へないものが出來るから注意せねばなら 

ない〇 Fig. IIIはSankta Lucioの最初の一 

節。音樂のアクセントと言語のそれとが一致 

しない點で模範的である。この樂譜のあらは 

すritmoは/—z/-z/—'トである。しかるに、 

歌詞の有つritmoは:--//-/ーノ/-であるか 

ら・最初の一小節はどうしても無理である。 

無理を無くするには、Brilas sur maroとで 

もすればよい。この歌詞はInternacia Kan
taro にはプ;番まで出てゐるが.幸な事に二 

番以下は皆ritmoが一致してゐる。

エスベラントの詩には强音はあるが・小强 

音といふのはない。ところが音樂の方にはこ 

れがある。!拍子のritmoの組織は:强. 

弱.中强■弱であり・$拍子のそれは、强、弱、 

弱・中强・弱.弱である。よって家拍子に 

於いて、最初の二つの四分音符が・一つの二分 

音符に置き換へられた場台は:强と中强とが 

鉢合せをやる。（Fig. IVをみよ）こんな場合・ 

歌詞のritmoは、强■弱・弱、卽ち—にす 

るのが普通であるが、三音節より成る合成語 

を活用して•詩と音樂と兩方のritmoを滿 

足させることも出來る。

Fig. V は Goethe-Schubert の Erlkonig 
の一節。歌詞上段は原詩.中段はGrabowski 
の譯、下段はKalocsayの譯を示す。Grabo- 
wskiは前小節からつヾいてゐる-reĝ* を强 

音にし1—— の形をとったが、Kalocsayは 

elfreĝoのelfに强勢を與へreを中强にし 

てゐる〇 Elfreĝoはelfo-reĝoであって又 

reĝo-elfoであるから.この二つのvortele
mentoj のいづれを霓くみてもよい〇つまり、 

いづれもが重要な要素であるので.Kalocsay 
は巧みにこれを强一中强一弱の型であらはし 

た。Fig. VIは同じ歌曲の他の一節であるが・ 

GrabowskiもKalocsayも同じくこの法を 

用ゐてゐる。Cこれは勿論■偉大なる作曲家 

SchubertがGoetheの原作詩のritmoを充 

分に理解し、Erlkonigなる語をFig. IVの 

如きritmoであらはしたことが原因であら 

う。）

Animo - tremado
Masao NIŜIM URA

Sonorado senhalta, trilado plorĝema, 
kun ĝojo korprema

dronas en son' en kanf en majesta korbato, 
mi dronas trans hom-sperto, trans homo-sufero 

en maja kantato,
en voco en karesa kvazaŭ ani patrina, 
kvazaŭ ho senkonscie burĝonas kaj floras 

en voco elsina. :

Tra murmuro eona, tra sono koloro 
kun tuta adoro, 

aŭdi la melodion, kiun neniu aŭdas, 
el kiu koro ĝermis, aŭdi harmonion 

al kiu ĝoj' taŭgas, 
estas animdremado preskaŭ baldaŭ sveni, 
estas anim-raviĝo preskaŭ sufokiĝi, 

korkordo ho tremi.
ĉe rivero Kumanogaŭa.
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糸屯正エスペラントを護る

Zamenhofの天才わ.どこにあったか〇そ 

れわ彼か:非科學的であった事である。各國語 

の單語を並べる。その內の最も共通の物をと 

る。Wiisterわ、それでも足らぬとする。そ 

の言語を用いる人間の數を計算に入れる。そ 

うして遂に一つの單語が選び出される。誠に 

科學的である〇しかしZemenhofわ敢然と 

して ほんとに犬才的に 單語を射とめ 

てlingvoとゆう形も考えら才しよう。しかし 

彼わ天才的にlingvoなる形をとった。kavalo 
なる形もよからう。しかし彼わĉevaloをと 

った。それわ全く彼の驚嘆すべき感からであ 

る〇 akuzativo の・n が-an, -on, -en の形 

で.いかにわがエスペラントの發音に美しく 

織りこまれいる事か。ただそれわZamenhof 
が非科學的に・nをエスペラントに導入した 

ためである。驚くべきわ彼の言語學的天才で 

ある。

人わlogiko を叫ぶ〇 Ili iras ma-ne-enma- 
no. Ili sidas flanke-ĉe-flanko.動詞を形容 

する物わ副詞である。全く!cgikaである。し 

カ、し Zamenhof わ美しくも Ili iras mano 
en mano.或わ Ili sidas flanko ĉe flanko. 
と書く。もちろんestante力:略してあるから 

logikaであると人わ云う。しかし—nelo
gika に書きつらぬて、しカ、もこの短き文章に 

ヨ凉を入れたのわ凡手の及ぶところで?®い。 

いたづらに moderna stiloを弄ぶ歐のespe
rantisto-verkisto わ、この如き點でZamenhaf 
に未だ學ぶべき點が、多々ありわしないか。 

nelogika必ずしも捨っべきでわ無い。巧に利 

用せられたnelogikaこそ純正エスペラント 

を成長せしむるべき一つの手段である。

エスペラントの合成語わ英語の意味に於け 

る idiotismo の一種である〇 sufikso, -ar-わ 

集團を示すとある。しかしてvortoの集團 

vortar〇わ辭典である〇これわ全く idiotismo 
に外ならぬ。しかもZamenhofの驚くべき 

技術の產物である。vortoの集團=辭典わ.

前田 勤

ある意味に於てわ非科學的である。それと同 

時に天才的製作である。ある人わ云う:Mia 
vortaro estas malriĉa.わ可能であると〇し 

かし私の考えによれば、これわ明かに Mia 
vorttrezoro estas malriĉa・とでも云うべき 

である。私わ、ここで何を述べようと思って 

いるのか。それわ合成語--- 特にprefikso
又わsufiksoを有する——に於ける一義的意 

味の存在である〇 Ŝi estas ete bela.とŜi 
estas beleta.とわ しi daŭre parolas.と しi 
paroladas.とが異る如く異る。そうしてbe
leta 力:エス和辭典が敎えるが如く“小綺麗な” 

なる意味を冇するか。それわ日本のespera
ntologoj の硏究すべき問題である。むしろ 

“かわいい''と云う位のところでなからうか。 

その一義的意味の決定こそ純正エスペラント 

のため願わしけれ。ペンのーなすりで現九る 

prefiksoとsufikso,しかし純正エスペラン 

トに精進せんとする者わヽ夢おろそカ、にわ出 

來ぬ。楚人冠氏わ■いみじくも云う:“……英 

文を日本文に覩譯てるといふは、英文が讚め 

ないか.日木文が書けないかでなければ出來 

るものでないと信じてゐる私は、……それ 

ほど一つの言葉を他の言葉にうつすのわ.む 

づかしい。微妙な變化を示すprefikso又わ 

sufiksoを有するエスペラント語の邦譯・それ 

わ中々むづかしき事である。

問題わ合成語ばかりでわない。もっと手近 

にもある〇 一字一音を定めたZamenhofわ 

一語一意義をも理想としたにちがいない。そ 

うして只今のĥaoso i ；! artikoloわ冠同で 

あり.文記事である。radioが、いかに酷使 

せられている事か!彼わ!umradioでもあり 

duondiametroでもあり、更に近時senfadena 
telefonioとして益々その負擔を増加せられ 

ている。私わ彼をして・ただ暗黑を照らすー 

道のlumradioのみであらしめたい〇 radjo 
を以てその負擔を小ならしめんとする事も聞 

いたが喜ぶべき現象である。純文藝に精進し＞
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しかも非常に人氣のある作家があるとする。 

彼に Vi estas populara verkisto.との讚辭 

を奉ったら彼わ何と云うだらう。“君は人氣 

ある作家''だと思うか.はた''君わ通俗作家 

だ”と思ふか。もし、彼、後者に解すれば. 

せっかく奉った讃辭わ彼の一鑿をかち得るだ 

ろう この際furorantaなる形容詞を用いれ

ば波瀾なくしてすむとの爭でわあるがPopu
lara なる言葉が二義を有するをいかんせん。 

純正エスペラントを確立せんと欲する者わ、 

ここらにもー努力耍する〇 :

長石と云う礦物がある。現在の殆んど總て 

のエスペラントの辭書わfeldspatoなる字を 

對應させている。ŝtrumpoと共に口ざわりの 

惡い事わ.あえて私のみでわあるまい。私:わ 

報文を書く際■遠慮なく felsparoなる字を用 

いてしまった。これ傅統に對する反逆だろう 

か。又・純正エスペラントを私意を以てみだ 

すものか私わ否と答えたい。feldspar, felspar 
く英）；Feldspat, Feldspar〔獨）：feldspath 
（佛）がそれに對應する國落である。しかし 

----少L柄にない話でわあるが 語原的 

にfeldわFels,岩から來たか、又わFeld, 
野から來たか今でわ解らないそうである。し 

てみれば發音しやすく ・felsparoを用いるに 

何の不都介ぞ。殊に公用語でもないはづであ 

るから。neologismoを導入する人わよほど 

頭を使ってほしい。形が國祭性を帶び、しか 

もその聲・美しきものを!エスペラントわ眼 

のみのものでない。耳のものでもある。ŝtru
mpo 式の言葉でエスペラントを滿すのわ純 

正エスペラントを發逹せしめるゆえんでわな 

かろう。 ・、

現在エスベラント界のĥaosoわ----少く

も私の見地でわーー宼詞bの便用法である。 

Zamenhof わ"en ĉiuj dubaj okazoj tute 
ĝin ne uzu…"と云っている。しカゝし、か 

くも廣く用いられているlaが全く姿を消し 

たらば? 顏に於ける鼻わ不思議な存在であ 

る。しかし一•朝それが無くなったらば?はじ 

めから無ければそれまでである〇しカ、し今、 

美しく織りなされているエスペラン卜文かわ 

愛すペきlaがその姿を消したらば?殘るわ 

淋しき荒野である。してみればこのlaを健

全にもりたてる仕事こそ純正エスペラントに 

必要である。歐人わ、その國於からの習慣か・ 

餘りに冠詞を用いすぎる。Drezenの“世界 

語の歷史''の表紙を見る。Historio de la 
mondolingv〇.ここ｝こ於て mondolingvo （ま、 

いわゆるreprezentaである〇 Zamenhofわ 

leono havas akrajn dentojn. と書く 〇 し力〉 

るが故に上の表題のlaわ入らぬはづである。 

Mi parolos pri la historio de mondolingvo. 
であるから上記の表題のhistorioの前にわ 

laが入る力〉。これわ問題である。しかし英語 

などから類推するにここでわunu historia 
libro de mondlingvoの意味であって!aわ 

表題にあるが如く不要であると思ふ。かつて 

私わsur stratoj de Tokioと云う句を用い 

た事がある。北歐のあるesperantisto-verkisto 
わ、どうしてもsur la stratoj de Tokioで 

なければならぬと云う。私わsur kelkoj st
ratoj の意で用い.決してsur ĉiuj stratoj 
のつもりでわ無いのである。彼、是か。吾否 

か。ここに於^て私わesperantologojのエスペ 

ラントに於ける冠詞の用法の硏究を寥む典 

しきりである。私の欲するのわ一つの疑も無 

く冠詞を使用し得る指導原則の確立である。

犬才Zamenhcf が、かくもevoluoの可 

展豐かに築きあげた樂園エスペラントの內に 

餘りにその自由を利用すぎてhaosoをひき 

起さざる事を望むや切。

エスペラント攵障

ザメンホフの生涯 40 4

2.

3.

世界語の歷史 1.50

.50

以下續刊

10

4
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Tomboskribo en Esperanto
Masao SUZUKI

En la tombejo Iŝooĵisan (威勝寺山)》Uĵi-Jamada, estis lastatempe starigata unu 
tomboŝtono^ sur kies dorsoflanko oni legas jene :

KURU TAKESI,
KURACISTO-ESPERANTISTO

Naskiĝis
1900 kiel

la 26-an de
la unua filo

novembro
de Kuru
Mie-prefe- 

ktejo, kaj mortis la 2 8-an de april j 

1934 en Matuzaka, 
tejo, postlasante 
Yoneko tri filojn
Studis en la Imperia 
de Tokio, kaj post

Haruzd en Udi-Yamada,

la sama
al sia

prefek ・
edzino

kaj unu filinon.
Universitato
la gradiĝo

esploris patologion. Depost la morto 
de sia patro estris ĉe la Matuzaka 
Hosp让alo kaj praktikadis ĥirurgion. 
Ĉiam klopodis por enkonduko de 
Esperanto en medicinon. Ĉefaj

verkoj estas : Pri ileocekuma tuber
kulozo (nefinita). Pri apendicito 
tuberkuloza izola. Pri tuberkulozo
de miomo de utero.

Kiel oni facile vidas, dormadas sub tiu ĉi ŝtonbloko nia kara amiko treege bedaŭrata 
forta batalanto en nia tendaro S-ro D-ro Takeŝi Kuru (久昭威)en paca trankvilo la eternan 
dormon. Kiu el nia amikaro povus ekhavi eĉ unu pecon da supozo ricevi tian frapan 
kaj surprizan sciigon ? Vere kiel fulmotondro sub bela ĉielarko ni aŭdis ke li formortis. 
Al tiu, kiu laboris eĉ iomete en la tendaro de Esperanto-medicino antaŭ kelkaj jaroj, devas 
esti firme retenata la nomo de tiu ĉi mortinto. Mi ne povas sen fluo da larmoj kaj ĉagreno 
el korfundo rememori nun, kian amon li tenadis kaj kiel li klopodadis por nia sankta ideo.

Estis ja ĉe la 9-a Kongreso de tutjapana Esperantistaro (printempo de 1922), kiam 
mi renkontis lin por la unua fojo, kvankam ni ambaŭ estis studentoj en la sama medicina 
fakultato de Tokia Imperia Universitato. Tiam estis ankoraŭ antaŭtagiĝa epoko por 
japana Esperanto-medicino, kaj ni ambaŭ ĵuris inter unu kaj alia, sinoferi kaj klopodi 
por enkonduko kaj praktiko de Esperanto en nia fako. Tuj post tiu ĉi okazo sorto 
favoris tre bone per Eaperanta afero en japana medici no. P-ro Nisi venis al Tokio, 
P-ro Ogata aliĝis, fortoj de S-roj Murata, Okamoto, Ueda kzj ni ambaŭ kunmetiĝis kaj
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Bedaŭrata S-ro T. Kuru kaj -medietnistoj-csp・istoj en Somera 
Esperanta Hejmo, okazigita de Eskulapida Klubo en Itd, Izu,1925 
[Sidantoj de dekstere: S-roj Kuru, Ura, P-roj Ogata, Suzuki, 
NiŝL Starantoj: S-roj Kitaoka, Murata.J

en aŭtumo 1923 fondigis Eskulapida klubo, la Esperanta klubo de medicina fakultato de 
Tokia Imperia Universitato. Pcst naskiĝo de tiu ĉi klubo la disvastiĝo de Esperanto en 
medicinaj fakultatoj, kolegioj kaj lernejoj en la tuta Japanujo progresis tre rapide. Plej 
multa parto de tiu ĉi prcgreso, precipe en orienta duono de Japanujo, dankas al la 
klopodoj de Eskulapida Klubo. Ankaŭ unuopaj kuracistoj multe verdiĝis kaj pcst kelkaj 
jaroj, en 1927, Esperantistoj-medicinistoj en nombro ĉirkaŭ 700 estis unuigataj sub unu 
asocio nomata Japana Esperanta Medicina Asocio.

Por tiu ĉi mirinda prospero de Esperanto en medicina rondo la Eskulapida Klubo 
ludis, kiel supre dirite, gravan rolon, kaj funkpiadon de V klubo oni ne povas imagi sen 
S-ro Kuru. En ĉiuj agadoj kaj movoj de F klubo estis kaŝataj liaj prizorgo kaj sindono. 
Li estis homo de forta konvinko kaj memkredo, kaj tre amis diskutadon. Li estis en 
diskutado ofte tiel entuziasma ke lia diro ŝajnis paradokso aŭ sofismo. Sed malantaŭ 
tiu ĉi ŝajna paradokso estis ĉiam rezevata vero kaj justo, kiun oni devas neniam 
misrekoni kaj forgesi. Tre ofte li opiniis kontraŭ surstrata propagando kaj volis konduki 
agadoj n de Eskulapida Klubo laŭ tiu ĉi principo. Tiu Ĉi principo lia ne laŭvorte signifas 
malaprobon de surstrata propagando, sed li volis per ĝi kontraŭi al nur vana kaj vanta 
propagandado forgesanta fundamentan prilaboron kaj firman kulturadon de sia propra 
kampo. La frazon " Fosu nian sulkon "li amegis. Kaj mi kredas, ke povas ekzisti ie 
iuj sulkoj, fositaj de li sed ne montritaj al ni publiko, kaj restas en malkono de aliulcj 
lah la de li amata principo kontraŭ propagando・ Tiu & sinteno lia influis Eskulapidan 
Klubon, kaj estis ne malfoftaj okazoj ke ĝia funkciado povis esti pro tio direktata laŭ la 
女usta vojo. Li estis ankaŭ unu el konsilantoj de J. E. I. kaj laboris multe por nia instituto.

Li ne verkis multe. Eble laŭ sia emo, fosi sian sulkon, li ne provis literaturan 
verkadon en Esperanto, kvankam li estis laŭnature sentema poeto. Kelkaj laborojn 
kiujn li faris, estis tradukado de medicinaj verkoj en Esperanton: precipe nomindaj
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La Radikoj de Y Pino
el u Restarigo de idolo 门 de T. Oacuĵi. ；

• trad. de F-ino Yuki ISOBE

1.
Kvankam mi loĝas en domo ĉirkaŭita de multaj pinoj, mi preskaŭ ne pripensis 

kiamaniere kreskas la radikoj de pinoj sub la tero. Ŝajnas al mi, ke bela ruĝbruna 
trunko kaj iom helverdaj pingloj puraj estas la tuto de V pino, al kiu mi intimas delonge. 
Kiam pluvas, la koloro de la trunko montras al mi mildan kvietecon kaj humidan 
klarecon, verdaj pingloj prenas pli da delikata brilo kvazaŭ ili malsekigis je larmoj; 
kiam la suno rebrilas post pluvo, mi sentas. ke freŝa sento kiel frumatene moviĝas en 
la koloro de la arbo kaj sunradioj, kaj ĝojo de gemuta vivo tie dancadas ; de tempo al 
tempo aroj da ĉarmaj birdetoj flugas inter verdaj pingloj, vivece pepante ĝojajn kantetojn 
—tiaj estis la figuro de miaj intimaj pinoj.

Sed iam mi havis okazon vidi komplikitajn radikojn kreskantaj subtere, starante tie, kie 
oni detruas sablan monteton, sur kiu pinoj kreskas・ Kian grandan diferencon mi rimarkis 
inter la figuroj surtera kaj subtera ! Unu trunko, branĉoj simple etendigantaj kaj agrable 
aranĝitaj pintoj de iliaj pingloj — kontraŭ ĉi tiuj, ĉe radikoj sub la tero, kvazaŭ post 
batalado, torturo, sufero kaj granda penado, sennombraj radikoj dikaj kaj maldikaj, eble 
pli multaj ol la tutaj branĉoj surteraj, implikiĝas kiel malordig让aj virinaj haroj, ka 

estas <c Farmakologia Praktikor de P-ro Haj<iŝi kaj P-ro Tamura1)kaj artikolo pri 
rizmalsano de birdoj de P-ro Ogata,1 2^ kiujn li, P-ro Nisi kaj mi triope prilaboris por 
esperantigi. Unu sola literatura traduko lia estas kelkaj a sonĝoj v el u Dek sonĝoj n de 
Soseki Nacume, kiujn Eskulap*daj  klubanoj tiamaj tradukis po kelkaj・ Ih estas ankoraŭ 
ne publikigitaj.

Post lia reveno al sia hejmloko kaj ekpraktikado tie kiel hosp让alestro ni vidis lin 
pli malofte, sed lia ekzisto kaj diskuto ĉiam ins.igis kaj esperigis nin en nia movado 
kaj neniam ni supozis, ke tiu ĉi homo de fortika staturo povus eĉ malsaniĝi. Sed sen 
nia ekscio malsano estis atakanta lin jam de antaŭ unu jaro, kaj subite nin frapis la 
anonco de Jia fuorto. Neniu vorto, neniu frazo povas esprimi nian surprizon kaj kor
doloron. Ni nur esperas lian pacan dormon en eterna trankvilo kaj ĉiaman bonfarton de 
liaj postlasitoj:liaj karaj edzino kaj gefiloj. Estas al ni rimarkinda fakto ke lia tombo 
povis porti lian vivhistorion en Esperanto. Tio estas laŭ lia dumviva volo, kaj pro la 
peto de V postlasita familio la suprenotita frazaro estis verkita de mi kaj revizita de 
P-ro Niŝi. Ĉi tie mi prezentas kun larmoj al vi la raporton de lia morto kaj pri lia tombo. 

1) Presita ĉe Farmakologia Instituto, Tokia Imperia Universitato^ 1924.
2) M让teilunejen der medizinischen Fakultŭt der Kaiserlichen Universitat zu Tokiヽ 

XXXII, S. 431—1223
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albrakumas la grandan teron. Mi bone scias, ke pinoj havas tiajn radikojn sub la tero 
sed mi ne povis rigardi tiujn radikojn sen admiro, kiam mi vidis ilin per miaj propraj 
okuloj・ Malgraŭ longedaŭra intimeco kun pinoj, mi neniam ekpensis pri tio, ke ili eltenas 
tian suferadon sub la tero. Mi aŭdis ilin dolore kriantajn, kiam ventego furiozis, kaj mi 
rimarkis iliajn dolorplenajn vizaĝojn, kiam sufokiga varmego daŭris pli ol unu monaton. 
Sed tamen, kaj iliaj vekrioj kaj velkintaj vizaĝoj ree freŝiĝis tuj post kiam la tempo 
forpasis, kaj malofte restis postsigno de sufero. Kaj ili neniam ĉesis subteran laboron 
kaŝitan de niaj okuloj・ しa belaj trunko kaj pingloj, kaj ankaŭ verdaj polenoj, kiuj disflugas 
kun maja venteto, estas donaco de tia subtera suferplena penlaborado.

2.

Feje mi supreniris monton Rooj a. Kiam mi alproksimiĝis la deklivon Fudoo-zakat 
mi estis profunde subpremita de nepriskribebla soleneco de japanaj cipresoj laŭvoje 
starantaj sennombraj. Mi estis konvinkita, ke vere ĉi tiu estas sankta monto, kaj sincere 
admiris saĝan konstaton de la sankta bonzo Kooboo, kiu elektis ĉi tiun lokon kiel sidejon 
de la ĉeftemplo de sia sekto.

Fudoo-zaka estas deklivo de kruta monto apartigata de ebena kamparo pere de 
ĉirkaŭantaj montaroj. La maljunaj grandaj arboj travivintaj centojn da jaroj staras 
direktante sin rekte al la granda &elo kun firma forto kaj granda potenco, kion esprmi 
ĝuste taŭgas la vortoj " eterna konstanteco ”• Kaj vigleco en arbaro premas subkaŝe la 
homon・ Mi eksentis emocion en mia koro. Mi tuj turnis miajn okulojn al la radikoj 
de la malnovaj arboj. La intensa penado sub la tero klare troviĝas jam sur la tero. 
Kreskante sur tiu ĉi monto, kies tertavolo ŝajnas ne esti dika, por subteni la gigantan 
trunkon alten kreskantan la grandaj kaj fortikaj radikoj disetendas sin plej energie kaj 
firme ĉirkaŭbrakas subterajn rokojn, mi supozas. Kiaj estas la subteraj radikoj konformaj 
al tia kolosa arbotrunko ? Eĉ je imago mi jam sentas admiron al la stato, ke ties 
radikoj komplikiĝas kun najbaraj kaj reciproke implikiĝas diversmaniere en maldika tavolo.

Vere la monto estas senmanke kovrita per penado de vigla vivforto. Ni ne povis 
vidi ĝin per niaj okuloj, sed tion ni povis senti per nia koro kiel ian spiritan atmosferon. 
Potenca premado de kaŝata penado, eĉ portante kun si ombron de mistero ekvokis 
profundan piecon en nia koro.

Mi hontis mian malfirman radikon antaŭ la malnovaj arboj, kaj ĵuris, ke mi koncent
rigos mian energion por la subtera penlaborado. Mi apenaŭ rimarkis tion hodiaŭ, sed 
ne tro malfrue eĉ nun. ・一 • 】

:【i < ' •・ゝ : 3.

Tiuj, kiuj volas kreski supren, devas unue enprofundigi siajn radikojn. Ne deziru 
nur suprenkreski! Antaŭ ĉio klopodu penetri suben.

4.

Estas tiaj homoj, kiuj tre frue ĉesas kreski supren, Ĉar li malzorgis pri siaj radikoj.
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Aliflanke estas tiuj, kiuj subite ekhavas belajn florojn kaj ekportas dolĉajn fruktojn, 
kiam li atingos la aĝon de kvardek jaroj.

Mi konas tian homon, kiu neniel volas publikigi sian penlaboraĵon, kvankam li 
havas saĝan kapon, senteman koron kaj plenan talenton por verki. Li nun estas 
subpremita de sufero vivi, kaj eĉ konsideras, ke li ne indas vivi en la mondo. Tamen 
tio montras la fakton, ke lia radiko nun renkontas terkruston kaj sufere penadas por 
trabati ĝin. Post nelonge kiam li sukceson efektivigi la trabaton, kia saltego okazos sur 
li!一Mi kredas lian esperplenan estontecon. El la personoj, kiuj havas firman radikon, 
neniam devas naskiĝi mizeraj fruktoj.

De antikva tempo granduloj penadis kulturi imponan radikon- Tial ju pli ni gustumas 
iliajn faraĵojn, des pli ni ĝuas senliman bonguston•

Nuntempe, kvankam oni ne forgesas prizorgi pri siaj radikoj, ĉu oni ne faras tiel 
malgrandan taskon kiel en florpoto ? Kiamaniere oni povas kulturi kreskaĵojn de 
kuriozaj specoj ?—aŭ kiel oni povas rikolti fruktojn en laŭmende fiksia tempo ?—&o estas 
tro artefarita. La radiko, kiu kreskis delikate en malgranda grundo, ne povas libere 
etendi siajn membrojn, eĉ se ili estos transplantitaj en dikan grundon.

Tial granda ambicio, kiu traborus la ĉielon neniam naskiĝas el malkuraĝigita radiko. 
Ni do pripensu, ke estimo al grandiozaĵoj devas esti samtempe estimo al grandaj radikoj.

6-

Se ni povas, por niaj radikoj ni devas elekti riĉan grundon・
Se ni povas, por niaj fruktoj ni devas elekti sterkon taŭgan nutri radikojn.
Estas grava devo de edukado, precipe de Ia universitato, inspiri pasion flaman al 

radikoj, sciigi kie estas riĉa grundo, kiun la radikoj instinkte preferas, kaj provizi tiujn 
radikojn per nutraĵoj, kiuj estas konservataj en la tero de miloj da jaroj.

Ĉu univers让ato nur utilas kiel florpoto aŭ ne― stas ne la problemo de sistemo, sed 
de personoj. Kia ajn reformo de sistemo restos senefika, sub tia administratoro, kiu 
ne komprenas altan valoron de la grandaj radikoj・

Eduki estas kulturi. Por ke ĝi estu efika, antaŭ ĉio oni bezonas radikojn, kiuj 
klopodas penetri en la grundon de la homa vivo.

oni ne forgesas tro ofte esencon de la radiko ? Eĉ se oni multekostan nutraĵon
donas, ĝi efikas por nenio tie, kie mankas kapableco ĝin digesti. Mi ne pensas, ke 
ŝanco kaj materialoj por kulturo mankas al ni. Mi nur timas, ke la radikoj konformaj 
al ili estas tro malgrandaj kaj malfirmaj・

Koncentrigu vian tutan atenton al via radiko. (Fino)
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POR SERĈI LA TREZORON (II)
Originale verk让a de F-ino Cuja TADA

——II—— ••:…沁

Novjaro venis. Sed mi ne povis viziti ilin pro okupiteco de mia hejma afero. Mi 
skribis al ŝi, ke mi en Februaro ŝin vizitos. Verdire, mi estas decidinta, ke mi nepre 
viz让u ŝin ankoraŭ unu fojon, ĉar ŝajnis al mi, ke la sinjorino precipe min amas pli ol 
aliajn. En la festotago de Februaro, frumatene mi sola ekveturis al la intermonta loko.

La montara stacio jam estas en neĝo, maldense sternita. Kun sia aŭtomobilo 
sinjorino Jamada estis min atendanta. Ŝi veturigis ĝin kun mi. Ondiĝoj de montoj, 
kiuj estas kovr让aj de maldensaj neĝoj, forflugis malantaŭen. Preterpasinte du vilaĝetojn 
kun kelkaj dometoj,... ĉi tie jam ni ne renkontas eĉ unu solan homon・ Jrkaiiajo estas 
tute kvieta. Pinto de suprestaranta monto post la montara ondiĝo orkolore brilas de 
sunradioj. La veturilo venis apud la rivero. Kaj ni alvenis al la loĝejo.

Mi estas konduk让a en japanan ĉambron. Antaŭ mia ĉambro estas korto. En ĝi 
fontano ŝprucas. Ŝtona lanterno kaj malgrandaj plantoj troviĝas・ Ekstere estas iom 
malvarmege. En vintro kampa laboro ne estas multa, kaj S-ro Jamada preskaŭ tutajn 
tagojn pasigas en la domo Li estas naturhistoriisto, kaj ankaŭ bona farmisto

Estas posttagmezo de & tiu tago. Ni tri sidas en laboratorio de S-ro Jamada. Neĝa 
rebrilo envenanta tra vitraj pordetoj lumigas internon de la ĉambro, hele, ĝis tiom, ke 
ĝi vidiĝas pala. Grandaj ŝrankoj kun vitraj pordetoj; en tiuj, kestoj da specimenoj kaj 
boteloj estas internigitaj. Sur granda tablo, diversaj instrumentoj, kiujn la sinjoro uzas 
por sia eksperimento, kviete, orde sidas unu apud la alia, kaj trenas sian grizan 
projekcion sur la tabla ebenaĵo. Ia odoro, ne esprimebla, pleniĝas en la ĉambro. Por 
mi estas la unua fojo, eniri en ĉambro kun tia impreso. Tamen, skarlata koloro de 
kanapo, kiu estas metita sub fenestro de orienta flanko, vidiĝas speciale, alloge milda 
en ĉi tia ĉambro, malvarme impresa. En okcidenta muro estas komeno, kaj super ĝi 
estas pendigita granda portoreto de maljuna alilandano・ Mi aŭdis, ke la maljunulo estas 

eminenta naturhistoriisto en Francujo, sed mi forgesis la nomon.
Mi jam de kelkaj horoj aŭskultadas parolon de S-ro Jamada. Komence, mi opiniis, 

ke li eatas tro serioza, kiu ofte ne ridas, sed ... La sinjorino min kondukis al la labora
torio, dirante :li montros al vi belajn specimenojn de insektoj•门 Kaj dum mi aŭskultadas 
de li pri mirindaj vivadoj de insektoj kaj interesa kreskaĵa mondo, mi tute ekŝatis 
la " rakonton pri faktoj n, Kaj anstataŭ tio mi eahavis opinion, ke novelo kaj rakonto 
estas tute malinteresaj, kvankam ĝis tiam mi ŝatis ilin*  Jes " rakonton pri faktoj > 
tiel la sinjoro diris・ Novelo estas artefarita rakonto, sed rakonto pri insektoj aŭ 
kreskaĵoj estas realaĵo. Kaj, & tiu tute ordinara u rakonton tre plaĉis al mi. Se mi 
notus lian tutan parolon, mi povus fari interesajn utilaj n librojn. Se li tiamaniere 
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ankoraŭ daŭrigus la parolon, ni ne scius kiam finiĝus la parolo. Ja tiamaniere k 
gesinjoroj pasigas tagojn kun multaj senfinaj interesoj.

Dum lia parolo, la sinjorino ĉiam ridetas. Levante fajrojn en kameno, aŭ versante 
teon, de tempo al tempo ŝi kapjesas al li, aŭ profunde aŭskultas kiel sola aŭskultanto

Tra fenestroj ni vidas sufiĉe vastan ĝardenon, ĉi nun estas kovrita de neĝo. Sed 
kiam venos printempo, sur la tuta ĝardeno kreskos diversaj herboj, naskiĝos diversaj 
insektoj・ Kaj por li tre okupita, sed tre interesa tempo komenciĝas. Per sonetoj de 
insektaj flugiloj, per etaj burĝonoj li ekscias eternan Dian volon. Kiam li rigardadas 
dum kelkaj horoj, kaŭrante sur vojeto de la ĝardeno, en verŝado de sunradioj, en 
vaporado de odoro de junaj herboj, li estas pli multe, pli korekte instruata de herboj 
aŭ insektoj ol de dikaj libroj • •・ & tion li ĵus diris al mi.

Trans la ĝardeno vidiĝas ebenaĵo, grize nuanc让お al monta taluso. Jam vesperiĝo 
ne estas malproksima.

Post la vespermanĝo mi pet's al li pluan parolon.
Li parolis pri vulkanoj en Italujo kaj suda oceano; kaj ankaŭ romanojn de ekspedicioj, 

provitaj al Suda Poluso kaj al Everesto. Li ankaŭ al mi instruis stelarojn, kiujn ni 
povas vidi en nokto de lastaj tagoj.

De la vespero ree ekfalis neĝo・ Iom malfrue mi diris " bonan nokton n al ili, multe 
bedaŭrante, ke horoj tro rapide pasas por mi. {Daŭrigoiの

de William Blake

Elangligis M. OOTANI

Ne havas nomon mi;
Du tagojn nur spiradis mi! 
Per kia nem' mi voku vin?

Feliĉa estas mi.
Nomata estas ĝojo mi! 
Dolĉega goj' alvenu vin !

Agrabla goj' beleta!
Dolĉĝoj1 du tagojn maljuneta.
Dolĉĝojon mi alnomas vin.

Rideton faras vi,
Dum kelkatempo kantas nti, 
Dolĉega goj alvenu vin !
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Moskitvualo sub la Fenologia Vidpunkto
T. TaguMara Meteorologia Observatorio^ Kobe

■
Atakoj de moskitoj somernokte tre ĝenas min, sed la unua nokto, en kiu mi komencis 

uzi moskitvualon, ĉiam donis al mi iajn freŝan kaj somerecan emociojn. Kaj samtempe 
Ia emocioj senkonscie notigis al mi la daton de la ekuzo de moskitvualo en miaj taglibroj 
ĉiujare. La unuaj datoj ĉi u jaraj estis jene :

Jaro Dato

1923 14, Junio
1924 17, Junio
1925 H> Junio
1926 • 8, Junio
1927 10, Junio
1928 6, Junio
1929 14, Junio
1930 9, Junio
1931 Jun:〇
1932 13, Junio
1933 28, Junio
1934 io, Junio

Dam la tuta tempodaŭro, mi loĝis en Kobe'〇 sed la stratoj estas ne samaj: dum 
1923-1927 en Nagata'〇,1928-1932 en Jumeno'〇 kaj 1933-1934 en Hirano,〇.

Komparante la meztagojn de la unuaj datoj en tiuj lokoj, mi povas rimarki ke la 
meztagoj en Nagata'〇 kaj Jumeno,o estas preskaŭ samaj sed malfruiĝas rimarkinde en 
Hirano1〇,

Tiu ĉi diferenco kredable devenus de la specialeco de la loko; nome tiutempe 
Nagatafo kaj Jumeno・〇 ankoraŭ havis vilaĝecan karakteron, kiu multe helpis la generadon 
de moskitoj, kompare kun Hirano1〇.
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Nun mi havas neniom da scio pri la influo de meteorologiaj elementoj por la gene
rado de moskitoj sed el nuna studo, mi povis observi ke la rilato inter la unua dato de 
fe ekuzo de la vualo kaj mezmaksimuma aertemperaturo en majo estas iom rimarkinda.

(Hi havis la korelativan koeficenton je 一〇.53)
Mi prezentis la rilaton en Figuro II kaj Tabelo I.

Figuro

22'C 23 で 2 にC

Tabelo I Mezmaksimuma aertemperaturo. (°C)

Jaro la dato de ekuzo Mezmaksima aertemperaturo 
en majo (C)

1923 珂 Junio 23.0

1924 17, n 21.6

1925 □ 〃 22.9

1926 8, 〃 22.1

1927 io, 〃 22.0 "

1928 6, 〃 ;、;24.0

1929 14, 〃 21.6 :

1930 9, H 23.1

1931 -22, 22,1

1932 13, 〃・一 22.7 r

§ i: Temperaturajn materialojn mi prenis el la raporto de 
Kobe Meteorologia Obserbatorio.

§ ii： En nuna verketo mi esceptis la materialon en Hirano^o 
pro la speciala karaktero.

Figuro I montras al ni ke en majo oni havas ju pli altan mezmaksimuman tempe
raturon; des pli frue oni povas komenvi ekuzi moskitvualon en sekvanta monato. El la 
rilato ni povas derivi la eksperimentan formulon sekve: 二

Y=102_4X, ' 宀
Kie Y estas nombroj de tagoj, de la l-an de junio ĝis la unua dato de F ekuzo de 

moskitvualo kaj X estas mezmaksimuma aertempĉraturo (C) en majo. La diferenco 
inter la observitaj kaj kalkulitaj tagoj, el la formulo estas (土)2.8 tagoj en mezo・
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Generale ni povas pensi du motivojn pri la ekuzo de moskitvualo;1)en la okazo 
kiam moskitoj tiel multiĝas kiel mi ne povas dormi libere sen vualo, 2) en la okazo 
kiam moskitoj ne tiel multiĝas efektive, sed ni preferas dormi en la varmego, per la 
maniero, malfermi pordojn aŭ senvestiĝi kaj fine ni necesas protekttilon kontraŭ la 
fiinsekto.

Do el la supra supozo, mi antaŭobservas ke la unua nokto de ekuzo havus ian 
specialecon pri la temperatura ŝanĝo.

Jene mi montras la ŝanĝo de meza aertemperaturo dum kvin tagoj antaŭ kaj post 
la unua dato, en Fig-o III.

Figuro III £3
Antaŭ g Post

5 4 3 2 11 I 2 3 4 5

ま
爭K

3

S
JI  ;

;
-

La rezulto sciigas al ni ke ekuzo komenciĝas ĉe la plej verma tago en tiuj ĉi dekunu 
tagoj kaj la tago sintrovas ĉe la rimarkinda transira punkto pri la maniero de la ŝ mgo

La varmeco kaj la malvarmeco, sentata de nia percepto, ne dependas simple de la 
altes de aertemperaturo. Temperaturo kaj humideco de aero funkcias grave al ni.

E】 tiu ĉi pripenso, W・ Knoche*  kondukis sekvantan formulon de tuta varmeco, kiel 
esprimaĵo de varmeco kaj malvarmeco.

f (606.54-0.305 t) (273+ t) 760
0.2375 X1000 X L293 X 273 b

A = tuta varmeco (°c)
t=aetemperaturo (°c)
f = mezo de akvvaporo en 1 kuba metro de aero 
b—aerpremo

Mi kalkulis la tutan varmecon laŭ Knoch-a formulo pri la dekunu tagoj kaj la 
rezultaton alskribis en Figure III.

Precize, la unua dato havas iom trovarmeco sed en ĝenerala kondicio de la ŝanĝo, 
sintrovis kelkaj tritagoj antaŭ la maksimuma punkta.

* Knoche: Aus*  d. Archiv. d. deuschen Seewarte. No. 2.1905.
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Sercparolo pri Slango

エス語も最近段々と、獨り文藝科邮のみな 

らず總ゆる實用的方面に用ひられる樣になっ 

て來ました步はお互に喜ばしいかで、私共も 

運動のし甲斐があると云ふもので御座いま 

す。又其れに伴って各方面の術語も着々と硏 

究されっゝある樣に見受けますし、エス界の 

百年の後を惟ひ心强く感ずる次第でありま 

す。が、さて此處に巳に論ぜらるべくして未 

だ論ぜられなかった問題に隱語と云ふのがあ 

ります。隱語・結構ですな。何となく獵奇的 

で身中がぞくぞくするではありませんか。ヨ 

タモン共には限リ無い魅力です。だからと云 

って私をエンコのヨタモンか、テキヤの兒分 

か等とお考へ違ひをなさってはこまります。 

兎角此の様な問題を詳しく論ずると、あいつ 

は一風呂あびて來たんぢゃないか、ブタ箱位 

は這入った事があるんちゃないかと色目がね 

で見られる虞があるQで幾分跨躇するのです 

が.今は學の爲、エスペラントの爲と云ふ悲 

壯な決意の下にそんな安目がねには催淚彈で 

もブツばなして.ズバズバ云ってのけてゆく 

事にします。

今日のエス話にはほとんど隱語と云ふもの 

は無い樣ですな。この點から云ってもエス語 

は最もklaraな言葉だと云へる譯です.が其 

の反面naisな爭も否定出來ませんね。隱語 

は決して社请機搆わ缺陷から發生するもので 

はなく、實に人間の秘密性から由來するので 

す。ですから一點ろ後れも惡もなかった大地 

の上の lazura ĉielo の下の Adamoと Evo 
の間にも「秘密」はあった譯で、其處に隱語 

も亦必要を感じた事でせう。故に隱語は「ア 

ダムより人類と共に」です。どんな國語にも 

隱語の無い語偉と云ふものはありますまい〉 

然し私は今、總ゆる自然語に隱語と云ふもの 

はあるから人工語のエスペラントにも此れを 

導入する爭が必耍だ等と云はふとするのでは

談

Jukio ONODA

あリません。隱語は人 

間の秘密性から由來す 

るのであるから、今で 

こそ未だ無いがエス語 

がこの少年期Cエス合吾 

はもう一人前の大人だ 

などと思ってをられる 

方があったら恐るべき誇大妄想患者ですぞ) 

を脫すれば自然にぼつぼつ用ひられて來る、 

其の時になってあはて騷いでもおつかないか 

ら、今の中にどんな形式で現れるものである 

かを一通り調べて置加うと云ふのです。

隱語と一口に中しましても仲々廣くて.こ 

れだけを民族學的にでも專問に硏究しても學 

位論文位は書けさうです。どなたかなさる方 

はありませんか。で此處には隱誥の代表的な 

もの、卽ち犯罪者隱語に例を限ります。先づ 

隱語がどうゆふ變裝形態をとってゐるもので 

あるかと云ふ爭に就いては私が「隱語の形態 

と其の分類」と題しまして雜誌「精神分折」 

(II, 5)に多くの例を揭げたものがあります 

がそれに依ると——もっとも此れは日木の隱 

語だけに就いての話しですが----- 抹多いり

が比喩に依るものです。蚊帳を「逆さ袋」と 

云ひ、傘を「一本足」と云ひ、坊主を「4»」 

と云ひ、刑事を「犬、猫・华.融］等と云ひ. 

土藏を「娘」と云ふ等が此の類で、西洋の隱 

語形式も多くは此の流儀のものゝ樣に見受け 

ます。で、エス話でも隱晤を造るとならば多 

くは此の形式に依るべきでして、例へば、 

internacieに通ずるであらうと思はれるもの 

を造って見れば.

domo == virino (Domo estas la simbolo de 
virino.)

doto = manĝaĵo, kiun stelisto alportas al 
gardohundo por nebojigi

belulino=ora monero
hundo=spiono, detektivo
vesperto=ŝtelisto, kiu subeniras domon en 

vespero
kato = detektivo
bambuido=kuglego
se rpento=ŝnuro
indiano = kupra monero



nesto=domo, hejmo
stiko=unu
karbigi=alfaj rigi
elhospitaliĝi=elveni el malliberejo 
korno=bovo, bovaĵo 
dormigi =mortigi 
okulo = fenestro 
buso=pordo
vojagi al fremdlando=eniri en inallibereijon 
次は事物の表はす性質や事柄や音や色等の 

中の主なものの一つに依って全體を代表せし 

めると云う形式で・例へば「石の下」と云っ 

て渍物を意味し、「透G）し」と云って障子を怠

味し・「ガチャ」と云って制服巡査を意味する

等が此の類です。 

travideblo = vitro 
brilo=ponardo 
blanko = tago 
malfermi=konfe i

nigro=nokto 
nigreto = krepusko 
flavo=ora monero

次は人口に膾炙した諺.歌.物語り.芝居 

の筋、歴史上の事件等よりの轉化に依るもの 

で.「安達ヶ原三段目」.「浦里」.「お七」.「金 

時」.「定九郞」.「薩摩守」.「七段目」.「俊寬」. 

「自來也」.「師直」等と云ふのが此れで日本の 

隠語には仲々澤山有りますcエス語で此の形 

式を眞似るとすれば次の樣なものでせう。

Zamenhof=esperanto Hamleto = fantomo
Bofrono=perfidulo Jango=teo
Ganĝio=nemanĝado Noao=ŝipo 
次は字謎的なものですが.これこそは日本 

語獨特のものでエス語に應用は一寸困難で 

す。例へば「五匕）二」=質（七）屋・「眼水陽）」= 

涙、「大無人」=一・「分無刀」=ハ、「六字」=死 

亡等の樣な類です。强ひて眞似るとすれば、 

montri senrnone=tri
almenaŭ sen almeo = naŭ
alGibeto=abocanto
nun inverse = unu
次は.財布の專を「サイ」と云ひ.關係が 

あるを「カンガアル」と云ひ.氣付くを「ヅ 

ク」と云ひ、橫濱を「ハマ」と云ひ、拘留處 

分を「リュウ」と云ひ等する樣に音の一部を 

略す形式で・此れをエス語に應用すれば・

aŭto = aŭto mobilo buso =omnibuso
foni=telefoni nujo = monujo
zino=edzino licano=policano

最後は音の逆轉に依るIので・例へば「工 

ンコ」が公園.「グドウ」が道具.「サンタク」 

が澤山.「ジケイ」が刑事、「ジケン」が檢事、 

「ナオン」が女、「ドマ」が窓.「リュウコ」が 

拘留等の類です。これも□本語獨特のものと 

思はれますが.又エス語に應用してみますと

covo = voco divi = vidi
fapi = pafi ked=dek
namo = ntano nozo = zono

と云ふ樣な鹽梅です。しかしこれは誤解をお 

こしやすいですからあまり感心しません。

賓を申しますと.此の他にまだ逆表現と云 

ふのが有るのですが數は極わづかです〇例へ 

ば「眞蹟」と云って f物を意味する等がこれ

で・エス語に應用するとすれば・

veraĵo = malveraĵo liberejo = malliberejo 
以上で一通り隱語の形式はお詰しした事に 

なります。次に最近束洋新語製造株式會社 

（所在地不明）と云ふ處から發竟になった品を 

並べて置きますから御自由に御覽下さい。

boo仲間、身內 diso釋放

eko初め.初犯 ekso前科

geoj夫婦、戀人同志 malo惡事

prao時効 reo再犯

vico拘引 aco不良性

ado常習 aĵo盜品

ano巡査 aro群盜

ebla忍び込み可能な eco大人しい性質

ego强盜 ejo縄張り

emo手癖 ero貨幣

eto窃盜 ido兒分

igi殺す.バラス igi死ぬ

ilo盜賊用道具 ino淫賣姙

inda忍び込む價値あるingo錠前

ismo神佛 isto神佛信者

oblo博奕 ono分ヶ前

opo共犯 ujo慕□ ・トランク

uloお人良し.ポツ ト出 umoもうろう

eliĝi出獄する eniĝi下獄する

sub!蔑引する transiいさばする

superiカツぱらふ eksulo前科者

malulo犯人 aĉulo不良.・ヨタモン

eculoおとなしい奴 opano共犯者

ilujoさんや袋

さて諸君!如何がです.此等を用ひてdike
mallonge世界を股に。 いやこれは失縊。
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Enciklopedio de Epseranto,
Voi.Fについて

1933年度 AELA の配本の一として出版 

さるべき答であった Enci lopedio de E；j）c- 
rantoはやっとその第一卷が本年六月に完成 

した。第二卷は目下印刷準備屮である。辭典 

と稱せられるものである以上相當のH子を費 

さねば出來上らぬことは當然の事であĝ。

本百科辭典の基礎はロシャの牧帥I. Ŝirjaev 
が艮年苦心して蒐集したものである。併し一 

人の手になった原稿は特に各風の運動史その 

他の點に於て一人の手になったものは役にた 

たぬことが多い。川崎氏がとりよせたŜirjaev 
の口本に關する原稿などもいろんな雜誌にで 

た宣傅運動のraportojのよせあつめにすぎな 

かったとの事である〇此の一爭からみてもあ 

とのことはおしてしられる。

Literaturaゝ【ondo でもこの原稿のまま!1| 
版するのが氣がひけたので各國の知名エスペ 

ランチストに協力をもとめてそれらの原稿に 

すっかり手を加へ又書きあらため書きたして 

編輯することにしたのである。各國の協力若 

が方々へだした問合せの手紙の郵稅だけでも 

總額と〇〇 sv. にのぼるといってゐる。

上下兩卷を通じて1500名の全世界知名の 

エスペランチストの小傳をのせ430の有名な 

ニスペラント書籍の解題をのせたとのべてゐ 
る。 * '-'

第一卷は見出語AからJまでを收めたも 

ので再版本文272頁と寫貝頁112頁C寫眞個 

數293）をもったかなり危大なもの。日本の 

部は原稿が間にあはなかったのでJapanujo 
の部に入れずNiponoなる項目をおいて第二 

卷へ入れることになったことは第一卷Antaŭ
parolo 第三頁に斷り書がついてゐる。

第一卷は後11U0個の項Hについて書いて 

ゐるとの事"，

本書は大體各國別のエス迅動小史（數頁宛 

費してゐる——フランスの部尊17頁も費さ 

れてゐる）と各國の知名エスペランチストの

1）Voi.I （A—ĵ）, Redaktis L. Kdkĉny 
kaj V・ Bleier. Kunlaborantoj 107 esp-istoj 
«n multaj 】andoj・ 272 tekstopaĝoj. 4-112 
bildopaĝoj. 23 X 15 cm., Eldonis Literatura 
Mondo, Budapeŝto.

J. Okamoto

小傳と有名なエス書の解題とをその主要な根 

幹としたものである（すべてABC順によ'つ 
て排列）。 ・-

その外エス運動上注目すべき事柄について 

叙述し!I.エス詔の語号△方面のtemojについて 

も描述してゐる。この最後の語槨的部分にっ 

いてはKalocsavが專ら筆をとってゐるが併 

しそうでないものもある〇例へばEvoluo de 
Esperanto, Ido kaj Esperanto 停の項 U にっ 

いては故 Grosjean-^Iaupin 敎授が書いてゐ 

る。

各國知名エスペランチストの姓名のよみ方 

が仲々六ヶ敷のであるが卒辭典ではその近似 

音をesp. ortografio （多少のmodifoを加へ） 

で示してゐるので大變便利である。

H本人としては粟飯原晋、淺井惠倫、秋田 

雨雀・出口王仁三郎.藤澤親雄、速水艮曹、 

堀眞道、飯m雄太郞、井上篦壽藏、石黑修・ 

岩下順太郎.伊輕榮藏、伊藤徳之助.伊東三 

郞、安山房吉、由里忠勝の諸氏の名がでゝゐ 

る。

猶原稿が間にあはずしてSuplementoに入 

る人は 淺田（榮次）・端木・江口・速水.林 

（好美う、原田素軒、長谷川C理衞）Q諸氏だ 

ときいてゐる。

H不の部の編輯については本誌前々號川崎 

直一氏の原稿をみられたい。

特にエス運動に接するものにとって本書は 

非常に便利な百科辭典でちる。勿論多少の誤 

植と多少の事實の淡記等はまぬがれないとし 

てもこれだけ澤山の項目を網羅し手ぎわよく 

まとめあげた點をかつてやるべきである〇特 

に寫说の取捨配列は實にredaktoの幼稚その 

ものをバクロしてはゐるにしても）。

エス講習をgvidiされる樣な方々はぜひー 

本をそなへられるがよいと思ふ。

Enciklopedio de Esperanto

全二卷併せて國際返信切手 

（15圓分）で買えます 

詳細は廣吿頁を御寛下さい
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第26回萬國エスペラント大會記

去る8月4—11日ストックホノレムで 

エス語版トーキーの完成

來年度大會は□ーマ再來年度はウィーンで

北歐の大國スエーデンの首都 stokholmo 
で本年度虞國エス大會が去るS月4—11日開 

かれた。

參加者二千名に達し仲々の盛會であった。

隣國ノルウェーの首都Osloに於て8月2 
11 に antaŭkongreso があった〇

次に同大會の模樣を例により報道する。

第1日C8月4日）

18時 Koncerta Domoの大ホールに於て 

發會式。

咋年の Kolo 大會の kongresrcĝ"no S-ino 
Manjo Gernsbaclierが立って第26囘人會の 

開會を宣し役灯を次の如く指名した。

名譽會頭 rektoro Jansson ;會頭 advokato 
Julin;副會頭 Dabi, Steiner, Kenipeneers 博 

士、Robertsson, PitKk 博士、Carlsberg, Spiess 
孃、Ilelmi Drcsen 夫:人、Setiilii, Bastien 將 

軍、Walther, Loyola 博士、Cabesu, De Szab&, 
Canuto 廊士、Libers, Kazlauskas, Baas, Bugge- 
Paulsen, Bujwid 敎授・Morariu の諸氏。書 

記長Kreuz;書記 Malingren.書記補S0dcr・ 
berg 博士。

大學總長Jansgon氏がたって名譽會頭を受 

諾の挨拶をなす。

次いで Stokholmo の ĉefguberniestro Tors- 
ten Nothin氏の祝解CDahl氏通譯'）あり〇

次いでJansson氏が會頭として挨拶をし 

た。

La Tagiĝoの合唱の後UEAの會授 

Stettler氏の挨拶。つづいて各國政府代表者 

の挨拶あり〇 F-ino Lidja Zamenhofの挨拶 

ちり。

この次の部分から發會式の狀況がラヂオに 

よって放送された。

各國のlandaj asociojの代表者の挨拶あり〇 

この大會・には;•本から一人の出席者もなかっ 

た樣である。辿年珍しいことでちる。

代表者の挨拶の途中Edmond Pri vat博士 

が しau annneの放送局より麒線電話で大會 

に對して挨拶をおくった•のを當地放送局でう 

けたものを場內の披聲器で參加者に聞せた。

ついで各网reprezentantojのsalutojの續 

き力:あって21時 しu Esperoによって 會 

式をとぢた。

21時からGranda Hoteloで吉例のinter*  
konatiga vesperoが祝賀噪餐會の後ひらかれ 

た。

第2日&月5日）

Storkyrkan （Granda Preĝejo）で Protes
tanta diservo があり subparokestro Algot 
T6rnquistのエス語の御說敎あった。

Sankta Eugenio 毅會では katolika diservo 
があリ同様pastro Arrigo Bajettiのエス語 

說敎があつた。

午後坤頭に集合Saltsj&badenへ船遊び。

晚は Koncerta Domo で muzikdirektoro- 
D-ro Hugo A'fv6nの指揮の下に音樂會あり 

大會參加者の耳目をたのしましめた。

第3日（8月6ロ）

10時Somera Universitatoが國會議事堂の 

第二salonoで開かれた〇

Rektoro Sam Jansson 司會〇

Prof. Migliorini 〇 ーマ大學敎授）の「田 

personaj nomoj」の講演〇

Prof.ヽV・E. Collinsou （リバプール大學数 

授）の「しa nordeuropaj lingvoj kaj Esp.J の 
講演。

正午ストックホルム市當局の公式接見が办 

り市參事會長 Knut Tengdahl氏が挨拶し 

（Einar Bahl氏通譯）UEA の Stettler 氏が 

一同を代表して謝辭をのべあと饗應にちづか 

った 〇 16 時に Prof. V. Langlet の"Kion 
oni devas rigardi en Svedlando ‘‘ の Somer" 
ITniveasitatoの第三講演があった〇この口 

Kristana Esp-ista Ligo Internacia の分科甸 

やエス學士院及言語委員會の會合やラヂオや 

TAGEの分科會があった。

晚はOskar劇場でエス語劇を上演.會埸手 

狹のためニ班にわかれた第二班は第5日に載 

覽することになった。 ，

出し物は Strindberg の ft Leka medelden1 
（Ludi per fuj ro）と MoliĜre の“哄 mar
riage forc6 " （EJziĝo deviga）との二喜劇。

Sandro Malmguist氏の舞薨監督の下に豫 
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期以上の好成績を收めた。

第4日C8月7日)

UEAのbbcrkiinsidc〔別項參照)あリその 

外に ILEPTO, ISAE, IEKA, CEA の 

Komitato, Eヾp. Akademio笹の分科會があっ 

た〇又Somera Universitatoの續きとしてCarl 
Ijindhagen 氏の"Mondproblemo kuj inter
nacia lingvo ''の講i寅及び Bjo^n Collinder 敎 

授の G Vivo kaj moroj de la laponoj n の講 

演があった。

晚にSkansenの博物館を訪囘しそこで同 

館についてSnm 〇wen Jansonの講話及び 

エストニャ、フィンランド.オランダ.ポー 

ランド、 スエーデン等のpopoldancojの實演 

があった〇

第5日C8月8日)

UEA の Dua laborkunsido C別項參照)が 

あった。

外に TEJA (Junulara), TAGE, KELI 
(kristana), Kooperativa Esperanto-Ligo, UD 
EV (virina), I LEPTO (poŝta), Esp-Institutoj 
k Ekzamenaj Komisionoj等の分科會があっ 

た。

Somera Universitato としては Rolf Norden- 
streng の a Sveda popolo lau rase ''及び Vii ho 
Setiil ii の"Pri fotografado kiel arto n があ 

った。

第6日&月9日)

IJpp^ala市へ遠足。

市內見物。有名なVppsala大學訪問。

Stokholmoに18時20分歸着。

20 時から"Vespero de literatuio, arto kaj 
amuzo nの催あり〇

Kallbeg 氏の violo, Dorkas Norre 孃の 

ibrtepiano, Olle Ejorling Folke Jonsson 兩氏 

の歌、T. Morariu と M：irg辻 Giistavs$on 廂 

氏のdeklamojがあった。エス語の文學作品 

と しては Kalocsav, Zahariev, R. S<'hwartz, 
Szilŭgvi等の人々のもの〇 Einar Dabi氏の幻 

燈付の"promenado tra la ĝardmo de la 
Esp-literaturo ”は人:いに聽衆を笑はせた。

第7日S月1〇日)

E p・ Turismo, maristoj kaj ŝipkonstruistoj, 
UEA-komitato, bahaanoj, vegetiirimoj, ab
stinenculoj, pacifistoj (UPL)等の分科會があ 

った筈。

Somera Universitatoとしては本日は B. 
Bcckmann 博士の u Dalekarlia revolto n, Fr 
Szil をgyi 博士の"El la hungara literaturo : 
Madŭchĵ,, 〇. Bannbers と S・ 〇, Jans.：on 兩 

氏の a Vivo de svedaj kamparanoj v V. 
^fusella 敎授の i( La Infero de Dante"の講 

演があった。 ・

•Iean Forge (Jan Fetbke)氏の努力により 

始めてエス語のトーキーがつくられたものの 

映寫があった。(勿論トーキーといっても數分 

の短いものはこれ迄にもなかったわけではな 

いが今度の樣な普通のものはなかった')勿論 

このトーキーはもともとドイツ語の物でそれ 

にエス語ろ錄音をしたものであるC

話の筋は殺人の罪を犯し5年間獄舍にあっ 

た男が自由の身となって歸ったが妻にもあへ 

ずいろいろなやむが遂にiel ica fino で局を 

むすぶものとの那。

このトーキーを見たトーキー配給商會の人 

々がこれをスエーデン仝國で映寫せしめよう 

と日下努力中との茅である。H卒へでもくれ 

ばいいがと思ふc

第8日S月口日) _

大询■會頭Teodor Julin氏の司會の下に閉 

會式が行はれた。

10峙!5分低氏の挨拶ありOrengo氏の 

UEAのま員會の報吿があり.つづいで各分 

科命の報吿がありMalmgn n氏がしKKの 

木人會の功勞者の名をあげて感謝をのべ 

Fetbke氏の卜-キーの報吿c Orengo氏の來 

年の口 -マ大會への招待の言葉Julin氏の閉 

會の辭ありしa Esperoによって12時20分 

無事閉會C

今年の萬國大會は.近年稀な好成績を收め 

た。

每年大會中に開催されるSomera iniversi
tato は今年程內容の充實したものは未だ嘗っ 

て例のないことであるc名譽會頭J3ns?on氏 

の本職が學校長であるから特にこの方而に力 

蜩をいれたものだらうと思ふが、大成功であ 

った。

全體で四日間に亘リ各國のそれぞれの權城 

者を網羅した御手際は鮮かなものである。卽 

ち言韶學的方面では、英阈リパフ'•一儿大學の 

Collinson 敎授.ローマ大學の igi orini 敎 

授を招きその他の方面ではプタベストのLam 
glet敎授、ストックホルム市長しindhagen 
氏.瑞典;ウプサラ大學のCollinder敎授・ウ 

ブサラの Nordenstreng 氏、芬蘭ヘルシンキ 

の Setiilii 氏・Karltkrona の Beckmann 博 

士、洪牙利ブタペストのSzi：d.gyi博士・ナ 

ポリのMusella敎授、ストックホルムのBan
nbers 及Jansson氏といふ顏觸であった〇
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新生UEAの前途明6 Ŭ
ストックホノレム大會における劇的場面 

UEAの舊勢力は殆んぎ沒落す

時夏のKolonja Kongresoにおいて確立し 

た Interkonsento de Kolonjo によって年來 

對立した舊UEA®とUFE派の妥協が成立 

しUFE派は名をすてて實をとりUEAに 

花をもたせた〔本誌昨年度278-279頁參照） 

がその後舊UEA派のつくった新生UEAの 

statutoには猶幾分上記!nterkonsentoにそ＜*  

はぬ部分もあり心あるesp-istojの不滿をかつ 

てゐたが何分新生UEAにはKreuz （:元ICK 
のdirektoro）のみ莉類でその他のKomitatanoj 
尊の役員の顏觸はそのままになってゐたので 

新statutojもこれらの人々の手によって運用 

されたのでは十分滿足でないことは云ふまで 

もないことであるc

新生UEAも舊UEA ®の役員をその儘働 

かしてをいたのではreorganizo の効果は些 

か疑問であった。殊に舊UEAに巢くう某某 

氏の如きをそのままにしておいてはとは心ち 

るものの考へた所である。UFE派がこの舊態 

をそのまま何時迄も默視してをる答がない。 

機は熟したCかくて本年のストックホルム大 

會の第3 B C8 n 6日）だ開かれたUEA委 

貝命に於てUEAの新幹部が選出されその結 

果は!7FE派が次勝をえて舊UFA幹部の車 

だったものはすべて枕をならぺて落選した〇

この事實に憤ISしたUEA會磧Stettler氏 

は翌日の大會第4 HのTEAのhborkunsido 
の途中で昨ロの委員會が20年もUEAの委 

日であリ8年間も副會頭として白分を助けて 

くれたKarschを始めこれ迄じEAに盡した 

Privat及び A. Csehの三人が委員を落選し 

たことは甚だ遺憾であることを述べこれらの 

人々と行を共にした门分も會頭を辭任する旨 

を宣言し議長席を去った。UEAの衣員會は 

秘密會故何等昨日の事情をしらぬ一般出席者 

は突然の辭任聲明をきいて呆氣にとられた。

そこでlsbriickerが事件について漠然とし 

た說明をなしStettlerの辭任を延期されたき 

旨をのべたのでStettlerは再び議長席につい 

た 〇 ついで Bastien, Bujwid, Seta a, Goldsmth, 
Nyl^n, Aron等の人々が或は昨日の委貝會の 

投票はまったく秋序よく運ばれたのであって 

それには何等異議をはさめないがその投票の 

結果は而□ くないと述るもの或は古いUEA 
の功勞者をもとの位置におけ等いろいろ意見 

をのべたが何等の決論も見出されそうもない 

のでJanss9nの提案によりあとは:翌ロに延期 

する事に決定。

翌ロ（第5日）laborkunsidoが續開され 

VEA新副會・頭Bastienが議長となり委員伶 

での出來事を說明することになった。彼の說 

明は次の如くであった〇

『大會には14名のkomitatanojが出席し 

た。そしてそれらが投票をした。その結果は 

Stettlerの豫期に反したので彼は prezidanto 
を辭任した。委員徐はStettlerの留任を結局 

希望した。併し彼は拒否した。云々』

BastienはGoldsmithに猶詳細につき話す 

ことをのぞんだ，彼は次の如く語った。

『委員會は口分に事件の顛末を說明するこ 

とを委囑した。だから自分はできるだけ〇ト 

jektiveにkoncizeに說明しよう。話はさか 

のぼるが去年のInterkonsento でreorganizo 
問題は萬事解決したと思はれた。

その後新生UEAには新しいstatutoもっ 

くられそれにしたがって各國の!andoj asocioj 
に代表者選出を依賴してそれの方は（第一種） 

きまった。次に第二钝に屬する委員の選擧が 

あって16人の委員がえらぱれあと選出すべ 

き8人がのこったcこのS人に對しJ人の名 

がえらばれ投票の結果Karsch, Oeh, Privat 
の三人が落選したっそれで會頭Stettlerは 
Karschの落選を憤慨して席をたちJakob 
席をたった〇そこでBastienを議長にえらび 

Isbiŭcker, Steiner, Goldsmith をえらんで調 

停を委囑した。彼等はStettler, Karsch, Jakob 
の許にゆき交涉した〇而してKarschに第九 

位の椅干を與へる爭を提議した。Kaischは 

これを條件附で受諾した。他の委員連はこれ 

に賛意を表した。併しその後Stettlerは新し 

い委員會の構成が不滿であるから辭任したい 

とのべた。かくて昨日乙樣な結末になった』。

とのべた〇ついでIsbriickerはStettler侧 

につくと のべ今度の步はnoヾa spiritoとmui- 
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nova spiritoの衡突で遺憾ながらnovri spirito 
が勝利をしめたのだとのぺたĈBastienが今 

度えらばれたUEA委員會の委员Q名をあげ 

Karschの拒否により第九位はCsehのため 

rezerviするとのべた〇

Petitは自分はUEA委日會の委矚により 

この大會に於て同委員存のなした仕亭につき 

說明することになった。
まづ笫ーの大問題は赤字録算のきりぬけで 

ちるh昨年のUEA缺損はの二篦スイスフラ 

ンである。この亦字をつづけるなら一兩年の 

後にはUEAは破産する外方法がない。何と 

かして之をきりぬけたい。

何をおいても諸君の協力をもとめる。特に 

delegitoj の応のlaboroj と aktivaj membroj 
の匣のlaborojをのぞむ〇

Orcngoは今後のUEAの赤字きりぬけに 

ついて抽象的ながら幾分具閥的の方法をのべ 

る。
Setana は malnoヾ3 spirito は internacia で 

あり nova は nacia spirito だとのべ internacia 
spiritoをおしむとのべた〇

Dahlはmalnovaもnovaも問題でない〇 

吾人は個人の利益に動かされるとこなくエス 

語の利益のために戰へと間題・核心をつく 〇

Tellingはreorganizoに活躍した人はper. 
fidulo de UEA だとのべ今度委員になった 

Vogt博士は UEA の永年ら敵だとのべ今 

UEAは散の手に渡ったと過激の音辭を弄し 

Orengoの行動を政策的蠢動とのべたので、 

Orengoは憤激しTJlingは虚言・をはくとく 

ってかかり一時議場人混亂におちいった。

Lidja Zamenhof ®は Zamenhofa spirito を 

とく人々よ・はぢよと絕叫し個人的の咗i嘩は 

外へでてやって下さいと叫ぶ。

Bastien議長はエスのために議論するのだ 

個人的の眩嘩をやめよとのべ Spielmann は 

UEAのstatutoの變更をのぞみ》Bastienは 

變更可なるもここにてなし能はずと签ふ。

SteinerはUEA の敵といふ語をここでき 

いたがそれはけしからん〇 Kolonj〇のInter・ 
konsento後らUEAは昔のものではない。今 

日D-ro VogtはUEA 7敵ではないUEA 
中の一部幹部の敵にすぎぬエス運動の敵では 

ないと述ぶ。

Baart de la Failleは結局問題はPrivatと 
Karsch二人についてである。自分は出席者が 

これらの人々のために委員會に新しい席を考 

へてもらふ樣決議してほしいとのべた。

Oliver は Telling は !eorganizo につとめ 

た國々はUEAの敲だといったがreorganizo 
に努力した英佛國は長い問最もUEAのため 

に働いた國々であるとのべるっ

Petitは委員會の公開を提案した。Bahlは 

今度の選擧はstatutoによったもので何等異 

議を云ふべきものではない。故にその給・果に 

っきかれこれいふ必耍はない。

Stettlerは說谢を要求されて立ちUEAは 

Ilodlerの精神的遺產として自分とPrivatが 

ひきうけてinternacia spiritoでgvidiしてき 

た。が從來とも各方面からいろいろと惱され 

た。今度の新しい方法もまづ一度試みるもよ 

いだ らう〇 口分は nova statuto をつくった 

のである。この荆蓟の道をすすむにあたり白 

分は之迄自分が共に働いてくれた人々なしに 

努力をつづけてゆけないから辭任するのであ 

る〇今度のsistemoが絕對に惡いとはいはぬ 

ただ疑をもつだけである。自分も大分つかれ 

たから金頭をやめたい。ただ今後は名聲符頭 

とスイスの代表として委14の席をけがすのみ 

とのべた。

（Ĵouteauxはここで少し昜壽的に諸君はす 

べてを知らぬのだ。一例をあげればCsehは 

Akademio Q會員の要職に適した人だそれで 

よいのだ。PrivatはP-speranto誌の編裨者 

としてsahijroをもらってゐる。しかるに我 

々は今後委貝はsalajroをうけぬことにきめ 

たのだ。Privatは一年に六千スイスフランも 

もらってゐた時もある。それで我々はPrivat 
は委員に選出しなかったのだ。今HとてUEA 
はinternacia spiritoがregiしてゐることに 

變りはないと叫ぶ。

この邊で議長は議事をまとめTellingは门 

分の過言を謝し議場一般の汕讹〇に服する旨 

をのべた。12時50分に閉會した。

かくして兩日にわたるL：FAのlabo: kunsidoj 
は終り終局の所道理あるUFE派に味方する 

ものが多かった樣である。かくて故終の&月 

11［〇の閉會式に於てOrengoがUEA委員 

含C第7日にも開健）の報吿をなし先FI UFA 
の會頭としてえらばれた Mercbant氏に電很 

で照會したが彼は此要職を拒絕する旨返比し 

てきたcそれで委員會はBastienを滿場一致 

會頭に推戴することになった。Bastienは 

Isbriicker氏が副會頭を承諾した故會頭をう 

ける旨をのべ且自分はSteltler氏の代りとし 

てこの耍聪につく自分の意見はStettler氏の 

意見と同一ではない。しかし同氏のUEAに 

對する功績は偉大である。人々はmMnov3と 

nova spiritoをとくがそのちがひは前者は
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UEAが單に數名の人々の肩にかかってゐた 

のに後者に於てはkomitato全部にかかるの 

であるとのべたと報吿。

lsbrŭckerは Orengo氏の報吿の如く自分 

はUEAの副今頭にえらばれたと挨拶をのべ 

た。 い…...

Bastienは『遺憾であるが報吿するより外に 

方法がない。委H令の決議は多少radikalaj 
ある樣に思はれようが報吿するcとにかく昨 

年のUEAの損失は二菽ベイスフランである。 

・の調子でゆけば本年は一萬二千乃至一茂五 

千フランであり來年は二萬フランの赤字であ 

る〇かくてはHodler氏の基金も1ゝ23年に 

十萬フランしかなかったものだから今日は名 

儀上三萬フランしかないが今口の爲替相場で 

は二萬五千フランにしかならない答。しかも 

その半分は爾逸にある〇だから七八千フラン 

しか手許にない。勿論終身存ロ費の積立によ 

りなる保證弟金は三禹フランあるがこれはス 

イス阈のわ、律ではその利子のみしか使用でき 

ぬのでちる。だからこの缺損をうめぬとすれ 

ばあと數ケ月で店仕舞するより外に方法がな 

いことになるcもはやintemacia spiritoだ 

のnacia spiritoだのと理窟をいってさはいで 

ゐる時でない。

それで歪員會は硏究してとにかく旣に八千 

をフラン節約の方法考へた。Esperanto誌も 

しばらく頁數をへらすだらう〇 premioも減 

額するだらう。他の節約は事務所の方である。

これについては今云ふべき時期でない。と 

にかく新委員會は赤字克服にむかって邁進す 

るのみ。』とのべた。 ’..,ノ

續いて分科會の報吿があったが一同UEA 
の現狀をきいて苦蟲をかみつぶした樣な氣ま 

づい顏でゐたCこの時Isbriicker氏が立ちあ 

がって［fUEAの興廢此一擧にあり併しここ 

にこの衰運を旣倒に挽囘するために一脅の力 

をかす人もあらう。現に一人のオランダの婷 

人が口分のUEAの會費を250 guldenoj 
P0）に値上することを申出た。彼女を見なら 

へ。この部屋の700人の人の中う％たる35人が 

ゝlembro-Subtennntojになってくれれば』と絕 

叫したので場內は一時に生氣みなぎり我も我 

もと巾込殺倒したのでnotiするのにこまつ 

て結局Kongreslibroの會口番號をきいて書き 

とめた。かくて立ち所に終身會員として一人 

と、 Patrono として二人、ゝ［embro・Subt€nuntoj 
として40人の巾出があった。

Bastienは一同に感端した。かくて感激の 

劇的場而が終った。

新生UEAはここに名實とも新しいー步を 

ふみだすことになった。しかしまだ改革途中 

である。; .d

我々はストックホルム大會でえらげれた新 

しい委貝の名を次に列擧し今後の活躍を衷心 

より期待Iたい。

劣譽金頭 Stettler氏
毬 頑Bastien將軍

副命磧!sbriicker技師

委 員Kamaryt敎授

ALilingren 氏 

Orengo 博士 

Steiner 氏 

Vogt 博士

U1TIVEBSALA ^FHBANTO-ASOCIO 
CfcWTie4 OFICEJO： h de Hte, OENEVE

UMIVEKSALA 创ANTOASOCIO UEA
Th*  n>en>brok«rto prarM k ranmbmx»n al 1> 

血pemntOgoZo, reprtMntiU pw JopCM fĴprranAe-

KUI A严e» thhĉi juembroksrto ĉtrna
«i «ubdcritiude kcmcrrg h<U 〇.

Ia lŭoabRhrS valori» por k tnDrtrHa iero 
严,membro inglnta^ 1» kctUon, ri^eriu Und«fc4on 
kun h ĵirm*uibro.  Tkib・& jnprruo cni dew ・切hii.

reprezeutM k 也pmotA・ 
noradca «n Laŭ Is iatarko<wnto de
KolotBĴŭ 1WC &a aktira bMrmb£O <le JKI «m*  ■“ 
Spe mea bro de la l'nhr^rwfa EMpenHiioAeoaio 细 
«Utah ]> fiTorejn kaj tftrvojn ĜkdUjn {«〇 X jng・ 
kontekto.

Simpla meabru: MembcoiLftrton, aerrokuponoĵn. 
&tcoib«v aJKE： Meiubcefrjirtos, ttiTokupoaDjn, jar-

匕mbro Ativa knn :1« kĵ^l
«d pJi« Ĵa reヾ si E6PEIUNTO Juto ia uis jaro： 

Me®bro^uttrMno: U mmoo khi aniafk、ヨ pl.
pwxaixi & libroj. libere ekklrbbĝ9 bŭ lisu. 

la koti辺 Eta 卜博S 7 匕・いsdo <1〇 !a X 
«Medito de l EA ĉe J .

J^paaa Riperaoto-Jn^kato
则!・决人R4Xペラント«UEueA代豪!**注 

・袁2旧事电僱北力= ««*« imas看

の simpli! membro 
のkartoとして

MEMBROKARTO

JAPANA ESPERANTOJNSTITUTO 
盼■法人日水工夭Yフント・會

寫眞の樣なものを作製して 

UEAへ送附し、UEAの 

prezidanto 及 direktoro の 

subskribojを求めましたが 

まだ先方からききませんの 

でお送りできぬことは遺憾 

です。UEAは別項記載の 

如く彷務所の整理その他で 

後分ごたついてゐますから 

多少おそくなるかもしれま 

せんからその斤おふくみお

き下さい〇

CU E A-JEI ^lembro-Karto 寫物 2 大）
CJEI內UEA係より）
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內 地報道 8月20日——9 JJ 2!口迄に到着の分c報道は日本 

文で迅速に。地方停誌記事を以て報道に代ふるをえず

東京★學窃水曜日例會ーーS月末より 

Fabeloj11!をテキストとして輪溝をやって 

ゐる。流石はザ博士の譯で時々難文にぶつか 

るし面白い用例にもでくわして愉快である。 

エス話の奧深い語學的硏究はやっぱりザ博士 

のものがよいとつくづく考へさせられる。

學會水曜日例會

時:一每週水曜日午後正七時から

所:一一束京本鄕元町11木エス學會階 

上（市電む鄕元町下車省線水 

道橋乂はお茶の水驛下車ーー 

お茶の水文化アパート橫入） 

寶:——無料C出席歡迎）

催し:一7—9 時迄 Fabeloj III （Ander
sen. z博士譯）をよみます。 

微底的に語學的に硏究する筈 

C雑講、但し初學者は聽いてゐ 

るのみにて可）

9時以後は雜談その他

|J本エスペラント學伶

★エスペラント文學硏究會一9月!6 n午 

後7時から、三宅氏方で。大崎和夫氏、林厉 

雄「靑年」についてEsp.講演。次囘は・機 

關誌「エスペラント文學」のĝenerala kritiko 
にあて、门月は、公開硏究會を催す豫定,公開 

硏究窃以外の月例會にも一般の來聽を迎歡。

★アテネ•フランセ——新しく開講のエスペ 

ラント科は18人の參加者あり猶今後も績々

巾込ある答〇講帥川沼氏c初等は毎火、木. 

土、午後3時15分 6時“分（9月7日一 

2 f］ 2S tで）。月謝2 口。C入學金】冏人 

★エスペラント佛狄硏究會（Rondeto de Bu
daisma Kulturo）設立----竹內藤吉氏等の主

唱により上記ロンデート設立。第一期寄栗と 

して佛敎文献のエス益舉と佛敎徒にエス語宣傅 

をなすために努力する。そえ手初として汎太 

平洋佛靑大僉の印度代表Valisinha氏（大菩 

捉會主事）にPali SSで三歸依文・五戒文、 

法旬經C 一部）、翰法輪總（一部）、をレコ-

ド兩面に吹込んでもらった。これは佛敎原典 

硏究ろ參考とパリ語の聲音硏究のために役だ 

つからである。同硏究會の事務所は當分東京 

市本鄕區湯门六丁 □七に置く。作製レコード 

僅少であるが特志家に頒布するとの事故希望 

の方は同會宛照會されたし。

學伶主 
催秋季 エスペラント講習
★初等科

日時- 日カゝら十一月廿九日迄 

毎週月.木兩日午後七時から1 
二時間 1

講師・—山代晃二氏

用書・—エス講習用書

會費—全期3圖C前納のこと）（學 

會會員は2圓）

★中等科

日時-——十月二Hから十一月卅日迄毎 

週火、金兩H午後七時から二: 
時間

講師-—田沼利男氏

用書-—Sieĝo en Sebastopolo (Tols
toj) C35 錢)

會費——全期3圓（前納のこと：（學 
會會員は（2 BI）

申込は講習開講當日。會場で受付

會場-一本鄕元町II本エス學會階上 

c市電木鄕元町下車お茶の水 
文化アパート橫入十字路角）

横濱 ★横濱エス協今ーー◊例會每木BSL9 
時より,勢佐木町冇隣堂階上にて。8 n 23 H 
ーー「エス」誌批評會（;佐伯達雄氏）-•般的エ 

ス界の間題にもふれてviglaな討論が行はれ 

た〇 8 30 日----Vespera Pikniko 海烬公園

から山手へ。參加者20名,途中雨で流會。 

9月6【［飜譯の硏究C飯m龜代司氏;）。ツル 

ゲネフの散文詩についてK：ibcとMexinの 

二つのエス譯生春丿］中山省二郎の二つのQ 
本譯を對照した興味ある硏究Ĵ◊委員會・9 JJ 
8日。10刀のフ•ログラモ決定。其他。

★YゝICAエス會・——每月!®19時よりクラブ 

室にてザ演說集榆讀。自由舍話。かねて計进 

中のエス展覽會を9月17,18の兩H YMCA 
一階にて開催。更にその後初尊講習を開く答。 

期間10-11月每火・金午後7-9時。費1 
圓50錢C用書代共）。

★神奈川ロンドー每月曜!9時半より神奈 

川區平川町83保坂方。Ŝakuntala讀了。U 
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ngvo Stilo Fornio の輪讀中 〇

◊球吿一!〇月2!ロCHB?Dに缘倉アル 

プス綁由謙倉江ノ島方面へ遠足存を催します 

から多數同志の參加を希望しますg詳細は上 

記神奈川區平川町品保坂氏方橫濱エス協會 

へ照命の事。

札幌 ★札幌エス會ーー9月！日明治製菓 

に於て總會を催した。第三囘全道大伶に第24 
囘口本大命を間催することを捉案する茅其他 

種々の決議をした。その他例會では第三大會 

のため猛烈な护話の練習をしてゐる。

金澤 ★金澤エス會——當が香林坊の二葉 

屋書店のmontrof nestroにて8 JJ 3 f」より 

15日迄小スエ展を催した。綠星旗で飾り各國 

見本市・萬國大會のポスター各國發疔のエス 

文パンフレット外國通信の實例各國か雜誌悸 

を數百點等陳列した。非常に効果があった。 

（寫眞參照1。◊初等講習ーー§リ1°日より 

19日迄縣立圖書館にて瓜生氏指導の下に開 

講。講習生1〇名內!-inoj 2名、皆熱心だった。 

◊角用氏夫妻歡迎會ーー高岡エス會の角尾氏 

犬妻は8月14日當會訪問trinkej〇「しばふ」 

にて歡迎令を催す。由比氏を始め十名程集り 

楡快.に話しあった。◊荒木氏兄弟雷市へ轉任 

城端エス伶の同志荒木氏兄弟は當市へ榮 

轉、爲岡銀行金澤支店詰となられた。◊土岐 

氏來訪ーー金澤一中出身橫濱エス協會の土岐 

氏は17日曲比氏を訪問さる。◊竹内氏訪問 

ーー東京にて汎太平洋佛敎靑年大會にて活躍 

の竹內雁吉氏は8月18日講習會を訪問され 

た。そして一同の求めにより同大會出席の印 

象、各國代表との會見談.長野松木市のエス 

運勤等の話があった。◊佛靑大會印度代表 

Valisinha氏の來澤をきゝ某新聞者の誤解に 

て由比氏がエス話通譯として同氏をむかへた 

が同氏は英語にて話せしのみ故由比氏英語通 

譯に早替り話の間にエス誌の宜傳に努力し 

た。同道の高見代議士にもエス語の宣傅をし 

た。月21||例窃をかねて初講生歡迎會 

----- 19時より石川貯蒂銀厅二階にて開催。集 

った人山比氏桝野氏を始め廿名。仝名。 

まづ□し!•紹介の後桝野氏歡迎の辭をのべ瓜生 

氏の感謝の言菜。由比氏一同への注意と希望 

をのべた。荒木氏の講習生を代表しての挨拶 

ありc以上エス語）坏田氏の中等講習開催の 

徐吿、荒木氏兄弟の外國通信の話坪川氏の工 

ス譯歌練習による缪習の効果の話。山比氏の 

エス語音頭名古屋音頭等興味深く 22時半散 

缶6月3011 Xリ每木曜中等講習を開く。 

講師由比、坪m兩氏。◊ 9月8日池m屮尉 

歸省一ー坪田桝野氏訪問連立って由比氏瀨川 

氏訪問.北陸大命の日時決定。◊ 9月13 H 
竹内氏中等講習を訪問された。月15日 

例伶ーー北陸大會協議會。

第8囘北陸エス大會

金澤市にて。栗ヶ崎へekskurso

10月21B （日曜） 敎育會幽

10時一大會發會式

1.君ヶ代齊唱。2. E,pリ〇齊唱。3.準 

備委員の開會の辭。4.大會會頭推選及 

同挨拶5.各會代表の挨拶j
11-12時——大會協議會

1•次囘大會地の決定,2.提案討議。

3.各會の方針狀態银吿。

辯論會

—記念许影——

13時ーー兼六公園案内市內散策。

14.5時一!6.0時——栗ケ崎遊圍へekskurso
河北湖大野川ボート遊び

】9畤晚餐會——餘與

20日夕!9時講演と音樂の夕べ開催の徹

定;講師瀨川氏・小寺氏、有名音樂 出演。

北陸エスペランチスト聯盟
大會準備委員 

金澤市新竪町坏出方

名古屋 ★名古屋エス會ーー6月15日よ 

リ每週金曜ロの19—21時中岡新柳町铠氣百 

貨店階上で中等講習を開催。講帥わ金子・由 

比兩氏，用書Karlo受講者わ初講を了えた方 

々を中心として12-13名c^6 JJ16 U19 
時半から松坂屋裏の番茶の家で二水會を開催 

す。司會者川村淸次郞氏。出席者10名。22 

時散窃。6 ” 27 U第5囘定時總會をK時 

30分より同じく番茶の家で開催し・會計報吿 

c竹中委貝）庶務（由比委日）會介について（金 

子委員）茅ありたる後委貝の改選を行ひたる 

所滿場一致で次の3氏を選任す。新委貝新井憲 

一（再任）松本乖一（重任］山川弘C重任）補缺 

谷村道夫。因に委員わ繼績委員竹中、金子、由 

比氏尊と共に6名である。-2時半散會。

月11日19咗より松坂屋前權小路泉喫茶店 

にて二水仟を開彳皈。司會者竹中治助氏。新供 

會員の紹介後Amuzaj ludojによって打興じ 

ながら會話の練習をなす。とても賑やかな會
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宣傳大講演會

最近の宣傳運動に一石を投ずる講演 

會が開かれる。各位の雁援來場を期待 

します。

日時9月29日（土）午後1時より 

場所 丸の內鐵道俱架部C東京驟下車几 
重洲ロをでゝ左へluu米一ー最近老轉）

演題並講演者（順序不同）

日ネ國民とエスペラント 

未定

國民文化と國'祭語

世界旅行とエスペラント 

エスペラントの意義

永山秀次郞氏 

土岐善磨氏 

藤澤親雄氏 

川原次吉郞氏 

岡本好次氏

私のエスペラント

（鐵道省監粋局長）前 iu穰氏

Mi dankas vin !
C束鐵敎習所長）武居哲太郞氏

一般來聽歡迎費城料

展覽金も同所で催します。

主他 東京鐵道エスペラント會

合。◊幼】3日毎週金躍日の夜開催の中等講 

習今々場を東區新道町2 丁£1德源寺小島氏方 

に移すc 03 n 8日17時より岩井町儘車通 

り大須ビル3階にて二水會を開催。司伶者わ 

内藤爲一氏。8月6日當地に赴任されたばかり 

の小坂先牝〇股近名古屋え轉住のマヨール氏。 

近く渡滿せられる二等軍醫”渡邊荷孝氏。學 

命理事井上氏等珍しい方々も出席せられて今 

までにないatmosferoを感じた。出席13名。 

22時散會〉◊Ŝ月日】9卩芋よリ委員會を 

東區東大會•根町本通り山田弘氏方に開催し各 

委員の分擔步務を定める筈であったが新井委 

員缺席の爲め協議することをえず從來の儘と 

し次に由比氏の補缺として名古屋聯盟に對す 

る代表委14を互選した處竹中氏當選就任ゝ尙 

機關誌 Bulteno de NES を Om Delfeno と 

改題することを決定す。8 J122 R19時よ 

リ中區鐵砲町二丁目口木氏方に四水會（會話 

停）を開催した。出席4名。21時散會。〇9 
月12 H17時より松圾屋前樱小路泉喫茶店 

に於て二水會を金子美雄氏指導の下に開他。 

マヨール氏始め“名出席。匕時半散會。

★名古屋エス聯盟——〇7月15 n19昨 

半より樱小路泉喫茶店に於て矢崎氏词命の下 

に金澤放送局え御榮轉の山比氏送別會を開催 

す。出席者わ名古屋エス界の重鎭新井Ĉ鐵道〉 

金子（聯盟）、川村Cルーマ•クンシード）・鹿烏 

CVMCA）の諸氏を始めとして22—23名 近 

頃にない盛會•であった。22時半散會。

大阪★大阪エス會 〇8月:21日會話會c

如何にしてlokaj grupoj及kunsidojを活潑 

にさせるかにつき熱心な討論をなす〇“ Kuri- 
ero de iu esp-isto n OH崎直一）。8 月 29 日 

「各萬阈大會へ日本より參加した人々」（進藤 

靜太郞）。9丿J 4日本|」よリフランス篇輸讚, 

川崎氏懇切にkonsi ojをなすc R. 〇.合評。 

北平訪問朝日機に托して、北平エス命へ送る 

OESよりのsalutleteroの器•名（進藤提案〉 

を集む。月11日定時總會。會計報吿。 

補缺委員選擧:一名）委口改選］三名人新委員 

會の顏折は松山勝彥（例倉）、兒島壯ー（講習人 

桑原利秀（文庫）.四山英夫（1書藉収次）、黑 

崎誠（會計）、進腔靜太郞（通信）。

◊OE.S10月會合豫吿——2日輪議,7日 

C日瑶）攝津耶馬溪方面へ遠足、午前Ŝ時次阪 

驛上り三等待合室集合、赞50錢辨賞持參の 

爭、9 HRO合評、JEI大阪支部總會〇16 
H會話命c饬日「エス」友の會〇 〇〇 H通譯 

練習。（例會每週火曜後7時より北區絹笠町 

大江ビノレにて〇會話會は平野町 しa Trapezo 
にて）。

日本エス學僉大阪支部代表改選 

を次の樣に行ひます。御出席下さい。| 
所:大阪衣北區絹笠町大江ビル 1

時:10月9日（火）午後7時

★新星角——◊例蒔——每土曜日19時より 

a旦第三土曜は休み）散文詩輪横、司會者黑崎 

氏。◊命話會一御堂筋大阪ガスビル喫茶部 

に於て每月第三n曜□・ 時より司・會者兒島 

氏。8月の會話令に;^て佛敎濟世軍の同志屮 

西義雄氏の「第二囘汎太平洋佛敎靑年大會に 

參川して」と題して話がちった。出席20名6

◊秋季遠足會豫吿——io月7 acio$sfit 
耶馬溪方面c午前九時大阪驛上り待合宝集合っ

京都 ★京都エス聯盟ーー9月2日淸瀧空 

也之瀧方而へ久し振でビクニーコをなす〇參 

加者I】名。九月にも拘らず瀧の傍は寒さに 

ふるえる位である。更食を谿流の傍にてした 

ゝめ"時頃tiし山に到着。こゝにて册遊に興
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じ、1;皓過無事解敢。次囘Piknikoは24日 

祭□湖南アルプスの大神山へゆく。（西村勇氏 

報一寫眞參照）。

和欣山 ★□本國際協角和歌山支部子供部 

（网際日曜學校）エス語講習一和歌山市吹上 

小學校にて。8冃2 [|より12 □迄每日午前 

中二時間c講饷奥村林藏C大阪エス會々員人 

H的は簡單な國際文通の力を授けるため。初 

めの五日間は命話法にて問答 六口[」よリ外 

國文通の實物實例を示し和譯エス譯の練習を 

なすへ記念寫眞を工ハガキに印刷して文通に 

便用する樣にIたのは而白い考である。（本誌 

揭載の寫匝はそのエノ、ガキの畫面であるc）

福岡 ★學令福岡支部一9 fi12 IK水） 

1:咗よりなぎす屋に於て臨時總會開催。出席 

者□名。當支部の今後の運動方針其他に付 

き協議.月例讦並に初等講習會開ffl!の件を決 

锻す。◊月例會。每月15日.會場橋口町な 

ぎす屋菓舖階上同志の講演並に懇茨會を行ふ 

初囘1〇月15日。◊初等講習會。】U月20 
a （木）より每週月、木ニ囘 朝 時より會場 

同上.講師川關氏、用書短期講習讀本。

福岡縣 ★ミヤコエス會一命創立當時よ 

リの同志稗田氏は今度大分縣津久見町九水津 

久見變電所に御榮轉されたので去る8月2H 
豐守氏方にて送別會をやり記念撮影をした。 

（隐直參照）。

久留米★久留米エス會一去るち月创立 

以來每木晦日19時半より中央通り三丁目っ 

ちゃ足袋本店にて输溝開催冲。用書ザ演說集。 

8月30日福岡支部の堀內氏を迎へ初等講習 

開催につき懇談。

宮崎★宮崎エス會一中等科は每週月瓏 

郡司氏宅にて愉快に硏究を續けスラヴ/を終 

へて、フランス篇にうつった。皆熱心に硏究 

するので進步も早い樣である。初等科は略村 

氏の熱心な指導の下に文華堂書店にて每週月 

木兩日を學習してゐる。本部氏が最近職を退 

かれ鄕里妻町へ歸られたことは殘念なことで 

ある「同氏の浚町での活躍をのぞんでやまぬ。 

秋期初等講習もその中開催の筈。

鐵・道・と・エ•ス
聯盟本部今8月の指寡:エス文特輯號の發 

行に際し、我々E^p-Utoとしてある程度の工 

スペラント技術は絕對に必要であるが.その 

技術を得る方法としてエス文を大いに書くべ 

き爭.更らに進んで錢道に關する文獻を豐富 

にする樣努力すべきであ2»〇 ^9月の指導: 

J.エス運動の基底は各地方會にあるのでち 

って、各會が堅實な基礎をすえて初めて運動 

全體が活潑になる。乂會の發展も指導者の笊 

の増加に伴はなければ非常に不安定である, 

繼つかの實例に省みて會全船がー* ＞の有機體 

として働く樣量と質と相關聯しての發展を計 

るべきである。

2.講習の好期を迎へて、會員の確實な增加 

をはかる唯一の最上の力策として各會に於て 

初尊講習を開催せよ。開傩に當っては今春横 

關送上に輯めた各會の硏究を實地に活かすべ 

きである。 ・. L
〔上記の通り聯盟機關誌Fervojisto 8月號 

はエス文特輯號で、二三の鐵道文獻が含まれ 

てゐる。國際通信等に御利用の向は御审越下 

さいc但し郵券2錢同封の亭）東京市鐵道省 

工務局保線課田中覺太郎宛〕。

束京 ◊團體通信の開始一本部に通信部 

を設け外國の鐵道團«9と鐵道業務の知議交換 

等團體通信を始めるc尙同部で個人通信をも 

獎勵する。◊會組織確立一周年の处め機關誌 

は記念號を出し.他の地方會からの會批判記 

事を載せた。◊役員改選聯盟本部との事務分 

離の主旨を以て聯盟とは別の人で常任公員會 

を構成、聯盟主腦部はが業協議機關たる中央 

委員として會爭業に參削する。◊各ロンデー 

卜 から選まれた委員の中央委員會は月一囘開 

催、頗る活潑な會である〇 ◊硏究會''繪のな 

い給本''を用誉として每週木曜。講習の型式 

によるので講師前半靑木氏、後半伊蘆氏。出 

席約典名。◊Stela K,第1,3 土曜・演說 

練習會 temoj: Pri mia pusto （8 月 21[| 司 

會者栗山孃）出席15趣味の十人十色にいま 

さら驚嘆ゝ◊月例食、懇S!會・ 7月14 □上野 

動物園へゝ8月24日水泳の納め會を兼ね西 

瓜とリ等。◊No“ K・每火午後G時半から新 

宿白ト字で賑やかなbabiladoが1:時間續く。 

出席者每囘1〇數名。時折什方からの訪問者 

が來る。◊水泳部——逗f海岸は天候に惠ま 

れず咋年よりは稍々成績おち】日平均9名。併 

したてた大きな綠星旗の宣傳効果は莫大であ 

った〇

郡山 中等硏究曲ーー六口に】囘の割合に 

例會を開く。用書Ezopo.司會澤栗氏・最近 

初等講習を開く殊定C

京都 鐵道俱樂部に每二、七のロ午後7時 

より輪讀會を開くc用書カルロ・出席以每土 

曜H福知山より大谷氏を迎えて同所に硏究會 

を開く。用書'・大尉の娘''〇

大阪初等講樹講師、上野氏、用書Konver
sacia gazeto月・木、中等溝習今澤氏.用書
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和歌山の日本國際協會支部丁 

供部のエス初等講習

4. 小笠原（支部長）

5. 兒玉（支部世）

9.奧村COES）
12.福原嬢（KFA）の諸氏

京都エス聯暦淸 

瀧へ遠足（西村氏 

撮彩）

/ミヤコ・エス命稗田氏送别會

左よリ〔前列〕南.稗田・鮎川、〔後列〕中村■豐守.

猪本の諸氏

金澤ニ葉 

屋書店に 

おける小 

エス展
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"父歸る”及雜誌.火.硏究所.浦田氏■用 

Cona s诃orino及雜誌〇場所は何れも俱樂部 

會議室。C鐵道の項靑木氏整理）。

地方 機關誌其他
枚MER （盛岡）8月號。（盛岡を中心とした 

エス運動の走書的覺書ーー松木愼吾具他） 

★La Granda Urso （N-ro 2）, La Norda Kruco 
（N-ro 8）介併號〉（苫小牧）（苫小牧エス辿動 

小史——渡部隆志:竹取物語 Ignm或氏

エス譯幷他）。しa Fervojisto C鐵道聯盟）8月 

號。（Deveno kaj Progreso de Fervojo en la 
Mondo-----小松;Birdallogo en Neĝobaran
Arbaron por Protekti Arbojn de Fiinsekta 
Mordado-----矢島;Studoj de relo en Japana
Ŝtatfervojoーー靑木;其他寺山、高橋、大谷、石 

iffl.菅沼、栗澤、上野、長尾の諸氏の小品） 

〔活版印刷〕

^Esperanta Literaturo C文學硏究會）〇7 — S月 

號（I）u Kulturantoj-----三宅;ヾilagoj ^Mal
satas-----Ciclo Mars : Vermiĉelo-----中垣譯;

飜譯實驗室・名士囘答欄Recenzo欄等々）。〔活 

版印刷〕。

★ N1 KORESPONDAS （兵庫縣）16 號 <ĥ 
とujo 福來;記雜帖 Jamasa;氣がっ

•いた事——大和;其他）。

★FERO C大阪鐵道）4號。C初講についての 

感想その他）。26頁。

★Semanto C宮崎）9 號〇 （誌上 hospitalo;會 

の文脈書藉一覺表等）。

★ Antaŭanoncilo de la 3-a Ilokkaido Esp-ista 
Kongreso en Otani.2 號〇

★エスペラントの友。8月號（其社）。（報道工 

ス時事文、エス小品その他）。

★Aganto C東京麴町九段3アガント社）。创刊 

號〇 （Nacieco kaj Literaturo-----西川;Ofte
Trovebla Vivo-----須磨;Serĝento kaj Seksa
vido—Mirasaka; Io Valora-----桑野;其他）c

★Intersteno （國際速記）8 fi號。エス式ロー 

マ字反對論ーーToiJ め。

★La Bulteno de KEA C神戶）〇8 月號〇<Esenco 
de Budaismo; Mia Majstrino de 1'Unua 
Altgi ado----原木譯;De Marbordo Suma------
峯谷;En Uakajama---- 福原;其他）〇

★KFER C京祁鐵道〉4 號。（Mia Nevo — 
國枝・その他;）。

★La Verda Stelo くミヤコ）〇 8月號北九州 

エス運動憶出C5） 中西;Lu Espero  
田中顯;Klarigo de Simetria Koordinata Me
todo——鮎川譯等）。

★Verda Haveno （横濱）ハ片號。（運動と理 

念—佐久間;Esp.語筑の分柝 —T・J・譯 

其他）.印刷美麗。

★ La Bico C・谷人學エス會）XI號。本號 

より活版印刷。菊版本文】6頁。表紙優美。

C谷大esp.-istoの使命 泉芳璟:我等が時 

代の谷大エス運動一池浦良雅;谷大エス會 

の復興 太宰不二丸;La instruo de Budao 
-----K・ K anja 譯;Himno de Meditado de 
Ilakuin-----K. Obstinulo 譯;Mortinta Sek
reto-----K. Kanamatz 譯等）〇

年二囘こういったものを出してゆこうとい 

ふ谷大エス會の;ffi氣込は力したものである。 

大いに發展を祈りたい。

★ Kor FER C郡山鐵道）。3 號。Gaja Pikniko 
心 松爲一澤栗;エスを知るまで——會•部: 

Somero 其他）〇

★Bulteno de KEG （金澤）。2 號）

★Verdo創刊號。〇ス偶感ーーTokiĵi;日常 

會話講座ーー村上・會則其他）。（秋田縣北秋 

田郡綴子村村上秀夫氏方、秋北綠の會機關誌； 

★1/ Aŭditorio （築上）〇 3號〇 Utileco de Esp*  
Cio okazas en la mondo, Ni estu atentaj Ĵ井 

上初等讀本の謙義。 ハ

新聞雜誌とエス
★アスC帶廣市西一條3の2アス就）创刊 

號〇 <La Grupo de la Literaturo "I/ Asu 
なるエス語の!itoloを附す）。

★臺灣日々新報C8 ）］ 22, 23日夕刊）「エス 

ペラントと日本主義——井上照!］氏」

★中外日報C8月15—16日）汎太佛靑果し 

て诚功せしゃ——亞中令悟氏。

★中外日報C8月17 M）佛靑大會の成呆と 

用語一柴野留美氏,

★中外日報 S月1611） "LA REVUO ORI
ENTA » （佛敎號紹介）。

★OHM 7 月號〇 しastatempa studado pri 
Medicina Elektro.
★OHM 8 月號〇 Mezurado de Nenormala 
V olteco.
★世界と女性C第一卷第四號）——エスペラ 

ントの世界大會——磯部幸子。C京橋尿銀座西 

七丁目五番地國際子女親善協會發?7）。

★北國新聞（4月3 〇）——パリーの國際見 

本市とエス語——桝野助次郞氏談。

★北阈新聞（4刀21, 22, 23 ロ）小學敎育と 

阈際語一竹内藪吉氏。

★北國夕刊新聞（7月3 口）IEしい【1本の姿 

を歐米に紹介したい——エッケルマン氏談。
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★北國新聞（7月5日）——性格まで似る日 

本人と獨逸人ーーエッケルマン氏談。

★北國・北每・大毎.北夕各新聞（8月5日） 

初等講習緣吿。（以上五項金澤エス會很う。

★北陸每H新聞（3.JJ12日）ーー初等講習 

印象肓巴一平石氏コ. r：

國際誘硏究主催

第一回公開研究會

時ーー10月13日C土:）千後7時より 

所ーー□本エス學令階上

識:演】.あいさつーー高木弘

2. 獨立語として用ひられた語根

ーー岡本好次
3. ユダヤ思想とZamenhof

—岩下順太郞

主催國際語硏究

. 後援日本エス學會

關西の同志各位に

御見舞を巾上ます
過Rの大暴風の御被害ができるだけ 

僅少であることを祈I:げますと共に略 

儀ながら誌上を以てお見舞申匕げます。

財團法人日本エスペラント學會

1934年鑑追補訂正

築上エス會 Cikujo E-iperanto-kliibo 
福岡縣築上郡西角田村大字屛如寺994

1・田中颂逍（上記几平野英司C同村）

2 .每月1日11日 21[I （19 一 21
3・會事務所 4. Aŭditorio （年囘）

5・初等鋼笛會出張敎授・エス文獻點字譯, 

〔依囑に應ず）• 6. 〇,

Lingvo-Libro第三號到看

一部七錢（送料三部迄2錢七部迄4錢十 

部以上當方負擔）第一號.第二號、第三號. 

各一部宛同時御注文に對しては十五錢.送料 
二錢でお頒ちします。 （學會取次部）

正 誤表

頁 欄 行 誤 正
212 lia fia
213 右 7 Lacerto Lacerto

〃 左 24 kamcleon kameleono
245 ・2 salajron, la salajron,

毛內千敏氏御逝去一靑森縣におけるエス 

ペラントの先覺者たる毛內氏は去る8月末死 

去されました。亨年33歲。謹んで哀悼の意 

を表します。

LIVI誌特使しejzerowicz氏來朝一時見合ぜ
Literatura Mondo誌の方から9月3日學會着でL氏の夫人及令嬢病氣のため十分打合せ 

不可能だったが近々詳細報道すると申越しました。

ついで9月23日當會着の次の如き文面の手紙が來ました。

Temas pri tio, ke la tuta eŭropa gazetaro estas plena pri militdanĝero inter Sovetio 
kaj Japanujo. Li do petas nin prokrasti la aferom, ĝis la situacio klarigos, ĉar li timas, 
Ie en malbonaj cirkonstancoj li gluiĝos en la ekstrema orient〇・

Tiun eblecon ankaŭ ni timas, ĉar en tiu okazo ni devas pagi al lia familio ĉiumonate 
certan sumon, tiu farus la 40% de niaj ĝisnunaj salajroelspezoj. Do, ni devas iom 
atendi. Se la pritraktoj inter la du landoj pri la transpreno de la manguria fervojo 
finiĝas sukces?, tiuokaze almenaŭ por certa tempo la militdanĝero estas for kaj ni povas 
tuj disponi pri la ekveturo de Lejzerowicz. Ni esperas, ke vi kaj niaj aliaj japanaj 
amikoj absolute komprenos tiun situacion, eĉ se vi estas konvinkitaj pri la maleblo de 
la milito. En 1914 ankaŭ multaj sinceraj eŭropanoj kredis malebla la militon ••… 
これによるとL氏は北鐵讓度交涉さへまとまればこちらへ來る樣な模樣ですが當方としては 

勺月3日着の手紙に對し9月10日に「L氏が9月中に渡日不可能ならば之迄兩者で交換の契 

約は更めて新規まきなほしに交涉したい旨申柘くりました。」それで今月中にはくる見込はあ 

りませんから當分無期延期とします。いろいろ同氏招待につき御盡力下さった地方會各位に厚 

«御禮申上.且右の事情ですから悪からず御諒承願上ます。

財團法人日本エスペラント學會



日本エスペラント學會發行圖書

〔東京市本鄕區元町1の13

Hス，ペラント捷徑 
エスペラント講座 

新撰エス和辭典 

新撰エス文手紙の書方 
エスペラント講習用杏......0.30 2
エスベラント初等讀木......030 2
エスペラント竜話讀本 

メンホフ誼本 

ソップ物語 
スベラント發音研究 

スペラント文例集 
撰和エス辭典 

1.00 6

ザ 

イ

・電話小石川5415番•振替東京11225番〕
價列選料 

最新最良の獨習書......上1・C0並0.50各4
外國語を知らぬ人の獨習講義錄 ……0.50 4 
語數豐富、譯語正確……上0.30並C・63各2 
書簡百科辭書の觀、四六判370頁••…120 

エスペラント短期講習書...... 020
エスベラント中等讀本...... 0.30

西洋のなだかいお伽噺九爲 ........ 0.20
......全3卷、各卷0*20 （2）合卷0-50 
脚註付■講習讀本並に獨習川に好適…0.25 
エス語發音上の疑問を氷解す..... 0.30

巫要語720の文例1.0） C6）カード!.70
見出話數6萬.出典明示、印刷邸明…印刷中 

2 
2 
6 
4

語のみでの世界旅行 上0.95並0.85各8 
2 
6 
2 
2

8
2
2
2
4
2
4

14
新
點字エス文法と小辭典

エスペラントやさしい讀み物 
愛の人ザメンホフ 
リングヴィ・レスポンドイ 

歐羅巴親類巡
國語の擁護を論じて國際語に及 

語學と
說

學中

エスベラントの鍵......005
笑話廿二篇を對譯詳註し興妹横溢••・〇-10 
エス語創案者ザ博士の傅記 ........ 080
ザ博士の言語上の解答を蒐む ...... 0.50
エス

熬板博上の歷史的大論文其他を收む0.20 
スピリドヴィッチの新言語理論 

梵賠からエス譯。漢譯對照

孝

佛 

大

國

阿 彌

り 

ぷ 

際語
陀 經 

庸…上0 75並0 60各！

-------- エスペラント對澤詳註叢書~

經

0.70
015
0.30

O.3
O.4
O.4
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壬

童
 

討
象
使
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コル

詩

ン
 

アフ
ネ
法
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か
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ペ
 

r

魔
ス

2 4•代 理 通 諏

2 5•愛ある處神あり
2 6-レイモント短篇.集

集「エス童話牘本」の對譯脚註篇

40
50
40
60

2
 6
 2
 4

〜 エスペ フン ト文 靈 讀 仁

（敎科書版と携帶版とあり指定乞ふ）

1•ス ラ・ヴ 篇...... 0.25 2 2•フランス篇.......（近刊）

3.沙 翁 篇......（近刊） （以下續々刊行）

愛
力
他

夕

な

精

み
ル
村

惜
べ
屮
綠
骸
グ

葉

n
u
r  

•

源 起
シ
の 族 民 本 日

ラ ヤ

~エスペラント書き日本羞書，

は奪ふ有必武郞の傑作........上1・C0並0.75各4
ル ト大朝懸賞當選五十年後の社會...... 1.00 4

士 遺稿 原作科學論文•文學作品の飜譯弊…070 4
Ŝ 伊井迂著原作詩と詩歌俳旬導の飜課〇・80 4

........ 0.40 2 倫 敦 塔 夏目漱石・•…••…0・15 2

........0.20 2 霧 中 山本有三•… ••…0.15 2
....... 0.10 2 B 本 刀 亂鑑・…•…0.15 2
鑑 エス運動况.地方會名簿、運動のABC........ 0.20 2ン ラ ペ ス ェ 年

〔詳細內外エス書圖書目錄二錢切手封入お申込み次第送呈〕——



新著洋書案內

VERDAJ DONKIĤOTOJ
四六判220頁•特價1圓50錢・送料4錢 

バギ最近の傑作として待望の長篇耳說が 

やっと入荷いたしました〉小部數につき 
忽ち宣切れとなる見込みですJ ' ,ゝ

'定價1圜•送料2錢（または國際返信切手 

・匹枚•送料とも）C今囘入荷2。部〉、

四十ヶ國千餘の文通希望者名簿,1934年 

版。來年度分廣吿揭載の豫約受附開始。 
詳細は二錢切手封入御照會ください。

P. A. Smirnov: LA KIRGIZOJ 
定價30錢•送料2錢C入荷部數10部） 

人類誌文庫第一編・ ロシア語よ?）の移植
・貞切のばあひは當分再入荷の見込なし。

ENCIKLOPEDIO

ESPERANTO
第一卷出來

寫眞版300——見出語數!100

本文272頁密組・アート窓底頁112頁

笫2卷は約540頁の見込み

定價並製30フラン（邦貨仔價30圓） 

上製34フラン（34圓）・送料定價1割

のところ

豫約特價:並製!7圖・上製19
G全料本會負擔］

國際返信切手利用の方は血製100枚•上製

113枚C必ま書留で送付のこと）

學會會員には更に特價の二割引・

地方會文庫用は各會一部限り,特價の四割引 

豫約申込締切!0月30日限り（締切嚴守） 朿京本鄕元町1丁目・振替東京11325番



財團 
法人 R本エスベラン ト學會
束京本鄕元町1丁目・振替東京11325番

十月號主要冃次 

えくせるっあーろ註釋…••…小坂狷二 

閨秀作家へ叙勳（初等）••……田代晃二

前置詞省略の目的格......岡本好次

商業・產業（和文エス譯）…・梶 弘和 

挨拶の言葉會話の基礎…•…下村芳司 

平和なデンマーク（各國運動）石黑修 

UMO （單語隨筆）.........袁戶圭一

Sinjoro Tadeoの背最...... 三宅史平

絲杉（對譯童話）...........靑木武造

燕去るころ...... 樂譜付エス譯唱歌

地方會揷括C京都•大牟田）讀書感想等

全國各地書店にあり• 20錢・送料5厘

!年分送料共2團-〇錢・月遲見本!C

AUTUNO de Hideo Toj ama 
Tradukita de N・ Murakami
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1935年海外雜誌取扱
10月15日受附屏・始・11月末第一回統切 

詳細は規定C E!下作製小）お中込みまれ

HEROLDO de ESPERANTO
• 迥刊•新聞紙型•普通號ハ頁

MONATA HEROLDO
月刊•適刊版より拔萃編輯•同型ハ頁

NIA GAZETO
刀刊•小形新聞紙型ハ頁

LITERATURA MONDO
月刊・菊倍判十六頁•文學美術雜誌

L A PRAKTIKO
乃刊•菊倍判十二頁•學習および娛樂

L A PIRATO
月刊•菊判十六頁•諷刺，ユーモア文學

SCIENCA GAZETO
月刊•菊判十六頁•通俗科學

歎□本エスペラント學會

束京・本鄕・元町・一•振替東京11325番

ェ•スペランチストは皆UEAに加入し 

國際エスペラント運動を支持すべきだ

UEA新入會員と會費のfrupaganto 
には誰にも多額のpremio （書籍）あり

中込みおかれれば規定來若次第送呈

UEA
1935



石黑修氏著 エスペラント文庫第3編

國際通信の常識
瀟洒な菊半截126頁•美しい寫眞版數十個入

咋年の「エスペラント」誌に連載して好評 

を博し7コ石黑氏の「通信•交換の覺え書 

き」を改訂增紺した四十數頁に,新しく書 

きおろした「參お文例」「通信便覽」「蒐集 

と交換」「參考書目」等の七I・餘頁を添へ 

た，完璧の通信百科辭典。

エスペラントの文通省は勿論座右を離して 

ならないが、一般の國際文通肴への贈物と 

しても,これ以上悅ばれるものはあるまい。
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新 發 賣］

エスペラント

書簡箋
紙質上等:・6.2x7.3寸・5C枚綴 

無御•宣伸句入•縱橫翼敷紙付

用紙は從來のよりも遙かに上等なチャムビ 

オン印を用ゐ,型も大きく,瀟洒なものに 

しました。表紙はアートペーパ-を用ゐ, 

圖案もすっきりして,美しく,日常の文通用 

としては勿論,昭物としても,きっとよろ 

こばれるにちがひありません。宣偉句も從 

來とは全然趣きを變へましたからエスペラ 

ンチスト以外への赠物にしても効果的です

定價!5 ・送料一册4錢・

U册6錢・三册8錢)

HIIII (1111

定價五十錢,送料四錢

學會會員の十月末［［までの直接注文に限!)

特價 U1 十錢:送料四錢

財團法人

日本エスベラ ント學會
本鄕元町ー

电話小石川5415番・振替東京11325番
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